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Thank 
you!!

愛顔と感動を
ありがとう！

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



３　
位

競　技 種別など 出場選手・団体

陸上競技
成年男子 走幅跳 深沢 宏之（愛媛県競技力向上対策本部）
成年男子 110mハードル 野本 周成（早稲田大学）

水泳（競泳） 成年男子 100m背泳ぎ 西村 駿弥（愛媛県競技力向上対策本部）
少年女子B 100m背泳ぎ 秀野 由光（新田高等学校）

水泳(OWS) 女子 吉岡 理沙（愛媛県競技力向上対策本部）
ボート 少年女子 ダブルスカル 愛媛選抜
ボクシング 少年男子 ミドル級 大西 玲（松山城南高等学校）

レスリング 成年男子 グレコローマン66kg級 中橋 涼（日本体育大学）
成年男子 グレコローマン75kg級 梅野 貴裕（八幡浜工業高等学校）

セーリング 成年男子 国体ウインドサーフィン級 工藤 輝（愛媛県競技力向上対策本部）

ウエイトリフティング 少年男子 +105kg級スナッチ 福山 草生（新居浜南高等学校）
少年男子 +105kg級トータル 福山 草生（新居浜南高等学校）

自転車 少年男子 ポイント・レース 日野 泰静（松山城南高等学校）
卓球 成年女子 愛媛選抜
相撲 成年男子 愛媛選抜
フェンシング 成年男子 エペ 愛媛選抜

ライフル射撃 少年女子 BRS20JW 椎原 栞奈（伊予農業高等学校）
少年女子 BP40JW 髙尾 美月（内子高等学校）

空手道 成年男子 形 西原 啓太（四国中央市役所）
クレー射撃 成年 スキート個人 泉 勝彦（㈲泉建具店）
高校野球(軟式) 少年男子 新田高等学校
スケート（冬季大会） 成年女子 スピードスケート1000m 川村 聖亜（愛媛県競技力向上対策本部）

１
　位

上位入賞者 （敬称略）
競　技 種別など 出場選手・団体

水泳(競泳) 少年女子B 100mバタフライ 平田 美幸（八幡浜高等学校）

テニス
成年男子 愛媛選抜
成年女子 愛媛選抜

ボート
成年女子 ダブルスカル 愛媛選抜
少年男子 舵手つきクォドルプル 愛媛選抜

ボクシング
成年男子 フライ級 嶋田 亨（愛媛県競技力向上対策本部）
成年男子 ミドル級 髙橋 諒（愛媛県競技力向上対策本部）

ビーチバレーボール 男子 愛媛選抜
体操 成年男子 団体 愛媛選抜

レスリング
成年男子 グレコローマン130kg級 津田 大健（宇和島市役所）
少年男子 グレコローマン55kg級 曽我部 京太郎（今治西高等学校）

セーリング
成年女子 国体ウインドサーフィン級 小嶺 恵美（一宮グループ）
成年女子 レーザーラジアル級 梶本 和歌子（愛媛県競技力向上対策本部）
成年女子 セーリングスピリッツ級 愛媛選抜

ウエイトリフティング
成年男子 53kg級クリーン&ジャーク 川上 高輝（九州国際大学）
成年男子 53kg級トータル 川上 高輝（九州国際大学）
成年男子 56kg級トータル 権田 達也（新居浜市役所）

１
　位

競　技 種別など 出場選手・団体

ウエイトリフティング
少年男子 53kg級スナッチ 山口 優人（新居浜工業高等学校）
少年男子 53kg級クリーン&ジャーク 山口 優人（新居浜工業高等学校）
少年男子 53kg級トータル 山口 優人（新居浜工業高等学校）

柔道 女子 愛媛選抜

ソフトボール
成年男子 愛媛選抜
成年女子 愛媛選抜

弓道
成年男子 遠的 愛媛選抜
少年女子 近的 愛媛選抜

剣道

成年男子 愛媛選抜
成年女子 愛媛選抜
少年男子 愛媛選抜
少年女子 愛媛選抜

山岳 成年男子 リード 愛媛選抜

空手道

組手団体 愛媛選抜
成年男子 組手（中量級） 村上 雅浩（今治市消防本部)
成年男子 組手（重量級） 本田 哲也（松山市役所)
成年女子 組手 川村 菜摘（愛媛県競技力向上対策本部)
少年男子 組手 園田 雅人（松山東高等学校)

銃剣道 少年男子 愛媛選抜

なぎなた
成年女子 演技 愛媛選抜
少年女子 演技 愛媛選抜
少年女子 試合 愛媛選抜

ボウリング
少年男子 個人戦 髙橋 晃大（新田高等学校)
少年女子 個人戦 泉宗 心音（聖カタリナ学園高等学校)

スケート（冬季大会）
成年女子 スピードスケート500m 郷 亜里砂（愛媛県競技力向上対策本部)
成年女子 スピードスケート1000m 郷 亜里砂（愛媛県競技力向上対策本部)

２　
位

競　技 種別など 出場選手・団体

陸上競技
少年男子A ハンマー投 久門 大起（今治明徳高等学校)
少年男子共通 800m 一ノ宮 健郎（松山北高等学校)

水泳（競泳） 少年女子B 4×100mメドレーリレー 愛媛選抜

サッカー
成年男子 FC今治
女子 愛媛FCレディース

ボート
成年女子 舵手つきクォドルプル 愛媛選抜
少年女子 舵手つきクォドルプル 愛媛選抜

レスリング
成年男子 グレコローマン71kg級 泉 武志（一宮グループ）
少年男子 グレコローマン66kg級 向井 克典（八幡浜工業高等学校）
少年男子 グレコローマン74kg級 菅原 魁一（八幡浜工業高等学校）

ウエイトリフティング
成年男子 56kg級スナッチ 権田 達也（新居浜市役所）
成年男子 56kg級クリーン&ジャーク 権田 達也（新居浜市役所）
成年男子 94kg級クリーン&ジャーク 矢葺 士（愛媛県競技力向上対策本部）

相撲 少年男子 個人 住木 厳太（野村高等学校）

馬術
成年女子 ダービー 本田 成美（日本大学）
少年 トップスコア 村上 晃信（西条高等学校）

ソフトボール 少年男子 愛媛選抜
ラグビーフットボール 成年男子 愛媛選抜

カヌー
成年男子 スプリント･カヤックシングル200m 小松 正治（愛媛県競技力向上対策本部）
成年女子 スラロームK-1（15ゲート）都田 輝夏（宇和特別支援学校）

空手道
成年男子 組手（軽量級） 水野 泰輔（愛媛綜合警備保障㈱）
成年女子 形 紺屋 沙也乃（愛媛県競技力向上対策本部）

なぎなた 成年女子 試合 愛媛選抜

ボウリング
少年女子 個人戦 越智 真南（今治南高等学校）
少年女子 団体戦 愛媛選抜

愛顔と感動が沸き起こった計１８日間のえひめ国体。愛媛県は天皇杯・
皇后杯ともに、２位という過去最高の成績を収めました。悲願の総合優勝
にはあと一歩届きませんでしたが、優勝４３件、準優勝２５件をはじめ、
８位以内の入賞総件数１９１件はいずれも過去最多。まさに優勝に匹敵する
成績を挙げ、１位東京都と最後まで互角の勝負を
繰り広げた愛媛県選手団の活躍は、スポーツの
魅力、素晴らしさをあらためて教えてくれました。

天皇杯
皇后杯

優勝の愛顔が咲きました！
え　　がお

県選手団現地激励会
拳を上げ、ガンバロー三唱
で士気を高める選手たち。
総合開会式を前に、愛媛県選手団
の激励会が行われました。

第72回国民体育大会 愛媛県最終成績

男女総合〈天皇杯〉第2位 2395.5点
女子総合〈皇后杯〉第2位 1196点

最初の一歩は圧倒される感覚が
あったが、これだけの人が応援
してくれていることを感じながら
歩けたのでとても楽しかった。

愛媛県選手団旗手

武田 大作選手
たけ  だ だい さく

緊張したが、しっかり伊藤選手がフォ
ローしてくれたのでよかった。（中矢）
スタンドを埋め尽くすほどの観客の
拍手があって楽しくできた。（伊藤）

選手代表宣誓者

中矢 力選手・伊藤 愛里選手
なか  や りき い   とう あい  り

大役を任せていただけたことに感謝。
貴重な経験をすることができた。（阿部）
自分がともした火で会場が盛り上がっ
たのでとても感動した。（安田）

最終炬火走者（炬火点火者）

阿部 聖斗選手・安田 夏子選手
あ　 べ せい  と やす  だ なつ   こ

平成29年9月30日（土） 

▲

10月10日（火）

平成29年9月30日（土）
総合開会式

今治タオルを手に入場する愛媛県選手団

ブルーインパルス

みきゃんリレーのゴール

選手代表宣誓

歓声と拍手で盛り上がるスタンド

県民参加創作プログラム天皇皇后両陛下

県民参加創作プログラム
炬火点火

64年ぶり初の単独開催！約２万９０００人が歓喜！2位獲得！！愛媛県過去最高の

え  がお

選手団、出演者等の大会関係者や観覧者など約２万９０００人が参加。天皇皇后両陛下をお迎えし、
県民約２０００人による集団演技・県民参加創作プログラムを披露したほか、式典では約４１００人の

役員・選手団が力強く行進しました。炬火の点火に続いて、愛媛県選手団の代表が宣誓を行いました。

第二炬火走者

泉 武志選手・森田 奈緒選手
いずみ もり  た な   おたけ し

第一炬火走者

田口 信教さん・土佐 礼子さん
た ぐち と   さ れい このぶたか

1 2

音声コード 音声コード



正

式

競

技

輝く愛顔で勝利  を掴んだ愛媛県勢！
え　　 が お

アスリート
フォトグラフ①全競技

陸上競技
少年男子８００ｍはラスト１００ｍで意地を見せた一ノ宮健郎選手が準Ｖ。少年男子ハンマー投で
久門大起選手が６４ｍを投げ準優勝。少年女子は三段跳で河添千秋選手が７位入賞。成年男子
１１０メートルハードルでは野本周成選手が３位。成年、少年あわせて８選手が入賞を果たした。

ホッケー
劣勢でも諦めない執念の戦いを展開。成年
男子、少年男女が５位入賞。

新体操
団体は５人のフープ。表現力
豊かな演技で観客を魅了。
ミス無く力を出し切った。個人
ではキャプテンの芳之内乃亜
選 手 がボ ー ルで高 得 点を
マークした。

セーリング
成年女子の小嶺恵美選手が貫禄の３連覇。
五輪経験者の梶本和歌子選手は宣言通り
の優勝。成年男子の工藤輝選手は勝負
強さで３位入賞。創部４年の新居浜東高校
ヨット部、鴻上ひかる・政岡愛優ペアが
８位入賞の快挙。計６種目入賞し、初の
総合優勝を果たした。

バスケットボール
成年男子、少年女子ともに５位入賞。粘り強い
試合を展開した。

レスリング
津田大健選手、曽我部京太郎
選手はともに初優勝。成年
男子で計４名、少年男子で
計６名が入賞した。国体最終
日に有終の美を飾った。

ボクシング
フライ級嶋田亨選手が初優勝、ミドル
級髙橋諒選手が２年連続４度目の優勝
と２人の王者が誕生した。少年男子ミ
ドル級の大西玲選手が３位入賞。他に
５人が入賞し、総合成績１位となった。

バレーボール
Ｖリーグ選手で編成されたチームに苦戦しながら
も、成年女子が７位入賞。少年男子は２回戦敗退。
成年男子、少年女子は初戦敗退。サッカー

女子は決勝で千葉と延長戦の末惜しくもV2を逃したが準優勝を飾った。
成年男子は準優勝。少年男子は延長戦で粘ったが惜敗し５位入賞。

テニス
地元の大歓声のなか、
栄冠を手にした成年男子。
成年女子は２年連続優勝
を決め、アベック優勝を
飾った。少年男女も地元
の応援を背に奮闘した。

ボート
少年男子舵手つきクォドルプルが連覇、成年女子ダブルス
カルが優勝、少年が６種目すべてで入賞するなどし、合計
１０種目で入賞し過去最高の得点を獲得。２年連続で総合成
績２位となり「ボート王国愛媛」の存在感を示した。

水泳（競泳）
少年女子Ｂ100mバタフライで平田美幸選手が優勝、
愛顔がはじけた。少年女子Ｂ400ｍメドレーリレーで
２位になるなど過去最多の１７種目で入賞した。

水泳（水球）
昨年の優勝県である石川県との初戦。悲願
の１勝はならなかったが、３１本のシュートを
放つ気迫あふれる積極的な戦いを展開した。

水泳（シンクロナイズドスイミング）
愛媛のマーメイド、長野葵・藤林風暖組は
１７位。フリールーティンでは、ドラマ「怪盗
山猫」のテーマ曲に合わせてキレのある演
技を披露し会場を沸かせた。

水泳
（飛込）
高 知 県 高 知 市
で 開 催。県 勢
の出場はなかっ
たが、美しく、
難 易 度 の 高 い
飛 込で会 場 が
盛り上がった。

水泳（オープンウォータースイミング）
女子５ｋｍの吉岡理沙選手が、世界で活躍す
る格上選手に食らい付き、粘りの３位入賞。

とてもうれしい！優勝しか考えて
いなかったバタフライで結果が
出て良かった。念願が叶った。
地元の声援がうれしかった。

水泳（競泳）
〈少年女子B〉
バタフライ100ｍ

平田 美幸選手
ひら た み ゆき

C H A M P I O N

最高に楽しいレース！最後の追い上げはみんなの力を
信じたことでボートがどんどん進んでいったので勝利を
確信できました！（木村／右から2番目）

ボート
〈少年男子〉
舵手つき
クォドルプル

河野 颯次郎選手・岡本 康聖選手・阿部 亮平選手

木村 竜暉選手・青野 康紀選手

こう の  そう じ  ろう

き  むら  りゅう き あお の    こう き

おかもと  こうせい あ  べ   りょうへい

C H A M P I O N

体操競技
成年男子は２位の千葉に3.750 点
差をつけて堂々の初優勝に輝いた。
成年女子は６位に食い込み念願
の入賞を果たした。少年男子は
８位入賞、少年女子は決勝進出は
ならなかった。

バレーボール（ビーチバレーボール）
えひめ国体から正式種目となったビーチバレー。雨が降る中、
大声援を受け、決勝で東京をストレートで下し、庄司・長谷川組
が男子の初代王者となった。女子楠原・長谷川組は５位入賞。

スポーツを通じて勇気や諦めな
い気持ちを感じていただけたら
すごくうれしいです。（杉原／右）

ボート
〈成年女子〉
ダブルスカル

山田 加奈選手

杉原 参智選手
すぎはら    み   ち

やま  だ     か  な

C H A M P I O N

人生で最後の３分３ラウンドだと思っ
たので、ぶっ倒れるまでやろうと思
いました。夢のようです。（嶋田／左）
本当に嬉しいです！（髙橋／右）

ボクシング〈成年男子〉

フライ級 嶋田 亨選手

ミドル級 髙橋 諒選手
たかはしまこと

しま  だ  とおる

C H A M P I O N

めっちゃうれしいです。本当に地元
の国体で勝ててよかったです。

セーリング
〈成年女子〉
レーザーラジアル級

梶本 和歌子選手
かじもと   わ   か   こ

C H A M P I O N

みんなの力を合わせて競技別
天皇杯・皇后杯が獲れて終われ
たので、すごくうれしく思います。
ありがとうございました。

セーリング
〈成年女子〉
国体ウインド
サーフィン級

小嶺 恵美選手
こ みね  めぐ み

C H A M P I O N

とてもうれしいです。優勝できて
ほっとしている気持ちもあります
が、国体が終わって寂しい気持ち
もあります。（仲山景／左）
今までやってきて最高の結果で終わ
れたのでよかったです。（仲山好／右）

セーリング〈成年女子〉
セーリングスピリッツ級

仲山 景選手・仲山 好選手
なかやま   けい なかやま  このみ

C H A M P I O N 練習の成果が出せ
ました !

レスリング
〈少年男子〉
グレコローマン55ｋｇ級

曽我部 京太郎選手
そ   が  べ　きょうた ろう

C H A M P I O N

苦しい時に声援が聞こえると大
きな力になった。全てを出し切
れて最高の気分。

レスリング
〈成年男子〉
グレコローマン130ｋｇ級

津田 大健選手
つ  だ   ひろたけ

C H A M P I O N

国体正式競技になっての初代優勝は、きっと愛媛のためにな
るはず。みなさんの声援がチカラになりました！！！（庄司／左）
愛媛で優勝したい思いがあった。愛媛県サイコー！！（長谷川／右）

ビーチバレーボール
〈成年男子〉

庄司 憲右選手

長谷川 徳海選手
は  せ がわ  よしうみ

しょうじ    けんすけ

C H A M P I O N

えひめ国体の２年前に結成
したチームですが、雰囲気
もどんどんよくなり、最高
のチームになりました。

体操〈成年男子〉

大野 健志選手・小浜 廣仁選手

出口 諒財選手・杉本 健太郎選手

古橋 崇志選手・奥野 純一監督

こ はま ひろひと

ふるはし たかゆき

すぎもと けん た  ろう

おく の  じゅんいち

でぐち  りょうたか

おお の   たけ し

C H A M P I O N

絶対負けられないという気持ちがあった。
最後佐野選手が勝ったときにはうれし泣きを
してしまった。（片山／左）
片山選手がいるから優勝は当然というプレッ
シャーの中、勝ててほっとしている。男女アベッ
ク優勝は、たくさんのサポートしてくれた人た
ちのおかげだと思う。最高です。（佐野／右）

テニス
〈成年男子〉

片山 翔選手

佐野 紘一選手

かたやま しょう

さ  の    こういち

C H A M P I O N

地元での大会でたくさんの人にプレー
を見てもらうことができてうれしい気持
ちでいっぱい。愛媛最高！（華谷／左）
この日のためにリクエストしたえひめ
国体勝負ネイルです。アベック優勝本
当に良かった。愛媛最高！（波形／右）

テニス
〈成年女子〉

華谷 和生選手

波形 純理選手

はなたに　 な　ぎ

なみがた じゅん り

C H A M P I O N

少年女子Ａ50ｍ
自由形で日本新
記録を出し優勝
した池江璃花子
選手（東京）

成年男子200m
個人メドレーで優
勝した瀬戸大也
選手（埼玉）

国内のトップアスリート
も多数出場！

Congratulations

競技別
総合成績

1位

Congratulations

競技別
総合成績

1位
Congratulations

競技別
総合成績

1位

県新記録樹立！

国体初代王者 !

１分０秒13

え がお
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馬術
成年女子ダービーで本田成美選手、少年トップスコアで村上晃信選手
が準Ｖを獲得。成年男女で計６人、少年で５人が入賞。少年リレー
は４位入賞、少年団体飛越は７位入賞し、総合成績２位に輝いた。

綱引
成年男女混合２チーム、成年男女各１チーム、
少年男子２チーム、少年女子３チームが
出場。少年男女はアベック優勝を決めた。

高等学校野球（軟式）
準決勝で仙台商（宮城）に１ー３で敗れ惜しくも
３位。新田高ナインが粘り強い戦いを見せた。

ソフトボール
成年男子が優勝。雨のため準決勝が
事実上決勝となり、栃木とともに優
勝した。成年女子は７年ぶりの優勝。
少年男子は広島に惜しくも敗れたが
大健闘の準優勝を飾った。

バドミントン
少年女子、成年男子が５位入賞で愛媛県勢初の２
種別同時ベスト８入り。

高等学校野球（硬式）
初戦は大阪桐蔭高校。４ー６でサヨナラ負けを
喫したが攻守に輝く済美高ナインの姿に９千
人を超える観客が沸いた。

ゲートボール
女子が組３位予選敗退、男子は組
４位予選敗退。若い選手も育っており、
世代を超えた広がりを見せている。

パワーリフティング
２８都道府県から９８人が出場。成年
男子８３kg 級の高橋宏輔選手が６位
入賞。団体では愛媛県は１７位だった。

グラウンド・ゴルフ
全国から４７チーム５６２人が参加し
熱戦を繰り広げた。愛媛勢はＡチーム
が２８位、Ｂチームが３８位。

特別
競技

公開
競技

アスリート
フォトグラフ②全競技

ウエイトリフティング
成年男子５３kg 級クリーン＆ジャーク
で川上高輝選手が１３１kgをマークし、
日 本 新 記 録 を 樹 立。少 年 男 子
53kg級の山口優人選手はスナッチ、
ジャーク、トータルですべて優勝し
完全優勝を果たした。出場した９種目
すべてで入賞し総合２位に輝いた。

ハンドボール
成年男子が目標の５位入賞。準々決勝
の埼玉戦で善戦した。

自転車（トラック、ロード）
少年男子ポイントレースで日野泰静選手が
粘りの走りで３位入賞。ロード少年男子で
は日野凌羽選手が４位に食い込み、日野
泰静選手も７位と健闘。

ソフトテニス
成年男子が初戦を突破。成年女子は
初戦で接戦を繰り広げたが及ばず。
少年男女は初戦敗退したが、繰り出さ
れる渾身の１球に会場が盛り上がった。

卓球
成年女子が唯一決勝
トーナメントに進出し、
3 位入賞の快挙。地元
国体を盛り上げた。

軟式野球
優勝した愛知にサヨナラ負け。惜しくも悲
願の入賞とはならなかったが、全力で戦う
愛媛ナインの姿があった。

相撲
成年男子団体は三重との３位決定戦に勝利。南予３校の合同チームで挑んだ少年男子団体はチー
ムワークのよさで５位入賞。個人戦は住木厳太選手が少年男子準優勝を決めた。

フェンシング
硬直な剣で全身への突きが有効なエペ種目で、
成年男子が３位、成年女子はサーブルで４位入賞。

柔道
初戦山梨、準々決勝兵庫は
いずれも辛勝し、準決勝で
4-０で福岡に勝利。決勝で
神奈川を２-１で下し、悲願
の初優勝に輝いた。成年女
子と少年女子は今回から種
別を統一して実施。若い闘
志とベテランの貫禄がもた
らした勝利となった。成年
男子は悔しさの残る４位。

弓道（近的、遠的）
少年女子近的は２年連続３度目、成年男子遠的は１７年ぶり２度目の優勝
を射抜き、えひめ国体での県勢優勝第１号、２号となった。成年男子
近的４位入賞、少年男子遠的７位入賞し、２年連続
の総合優勝。弓道王国愛媛の強さをみせた。

ライフル射撃（CP、CP以外）
少年女子椎原栞奈選手はビームライフル立射２０発で３位入賞。４０発でも８位入賞を果たした。髙尾美月選手
はビームピストルで３位に輝いた。少年男子松岡威燦選手が闘志の５位入賞。地元高校生の活躍に沸いた。

地元開催のえひめ国体は
二度と出られない試合と
思うと、優勝できてうれし
かったです。今後の目標
は世界大会出場です！

ウエイトリフティング
〈少年男子〉

53kg級スナッチ/クリーン&ジャーク/トータル

山口 優人選手
やまぐち  ゆう と

C H A M P I O N

地元で記録を出せたこ
とが最高にうれしいで
す。優勝は目標にして
いて、日本新記録はそ
の次の目標でした。応
援してくださった皆さ
んに感謝したいです。

ウエイトリフティング
〈成年男子〉

53kg級クリーン&ジャーク/トータル

川上 高輝選手
かわかみ  こう き

C H A M P I O N

私の生まれ故郷である西予市で、国体
の試合が開催されたことは運命的なも
のを感じた。ここで錦を飾れてうれしい。

ソフトボール〈成年女子〉

酒井 秀和監督
さか い   ひでかず

C H A M P I O N

選手みんなががんばっ
てくれました。たくさん
の方の声援が大きな力
になったと思います。

ソフトボール〈成年男子〉

石村 寛監督
いしむら ひろし

C H A M P I O N

本当にうれしい！地元の国体で、本番も普
段練習している会場なので、雰囲気に慣れ
やすかった。声援も力に変えられた。練習
の成果は１００％発揮できた。（宮崎／中央）

弓道（近的）
〈少年女子〉

瀧水 幸虹選手

宮崎 愛美選手・鈴木 江梨香選手
みやざき  まな み

たきみず   さ   こ

すず き     え  り   か

C H A M P I O N

地元大会に向けて人生の中で一
番練習した。きつい練習が報わ
れた。（越智／左）
うれしい最高です！少年女子との
ダブル優勝も最高（涙）!

（玉井／中央）
良い仲間と競技ができてうれしさ
と感謝でいっぱい。（森本／右）

弓道（遠的）
〈成年男子〉

越智 雅彦選手

玉井 武選手・森本 浩之選手
もりもと  ひろゆきたま い  たける

お  ち   まさひこ

競技開催地のひとつである
上島町では、愛媛県の試合は
開催されなかったが各県の白
熱した試合が繰り広げられた。

愛媛県全体の応援を力に変えられました。支えて
くださった方の思いに応えられて良かったです。感謝
しかありません。自分たちの力を出し切れました。

柔道
〈女子〉

児玉 風香選手

宇髙 菜絵選手

中矢 遥香選手

立川 桃選手

井上 愛美選手

こ だま  ふう  か

う  だか   な  え

なか や    はる か

たつかわ もも

いのうえ  まな み

C H A M P I O N
Congratulations

競技別
女子総合成績

1位

Congratulations

競技別
総合成績

1位

Congratulations

競技別
総合成績

1位

ロード

トラック

C H A M P I O N
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ゲートボール

ラグビーフットボール
成年男子は粘り強い戦いで決勝に進出。全員が走ってつないで準優勝を
手にした。女子は決勝トーナメント初戦で埼玉と対戦。惜しくも敗れ７位と
なった。

3B体操 ペタンク マリンスポーツスポーツチャンバラ

スポーツ吹矢 ターゲット・バードゴルフ ダーツ ダブルダッチ ディスコンアームレスリング 合気道 インディアカ ウォーキング

トランポリン 日本拳法 ノルディック・ウォーク パラグライディング

バウンドテニス

ビリヤード ブラインドテニス

エアロビック

カーリング

カヌーツーリング駅伝 カローリング 近代3種 クライミング

グラウンド・ゴルフ

アスリート
フォトグラフ③全競技

剣道
少年男女アベックで初の頂点、成年男女も悲願の初優勝を決め、全種別
１位で完全優勝を達成。愛媛の剣士たちの躍動が爆発した競技会となった。
（写真左から少年女子、少年男子、成年女子、成年男子）

カヌー（スプリント）
成年男子カヤックシングル２００ｍで小松正治選手が２位。
少年男子カヤックフォア２００ｍで５位、少年女子カヤックシ
ングル２００ｍで信尾光里選手が７位入賞を果たすなど、大
洲高校カヌー部が健闘した。

カヌー（スラローム・ワイルドウォーター）
成年女子スラローム・カヤックシングルの都田輝夏選手が自身
初の準優勝。出場選手６人のうち４人が入賞する飛躍を見せた。

アーチェリー
全種別で決勝トーナメントに進
出した。少年男女が共に７位、
成年女子が８位入賞。

空手道
組手団体は決勝で東京を下し初優勝。総力を結集し、栄光の頂を手
にした。形種目では成年女子の紺屋沙也乃選手が準優勝。個人種目
では４人が優勝、６人が入賞する快挙となった。

銃剣道
少年男子が初優勝。えひめ国体のために
創部された東温高校銃剣道部の３人が気迫
の突きをみせた。成年男子は１回戦敗退。

クレー射撃
スキート個人で泉勝彦選
手が競射を制し３位に食
い込んだ。県勢出場選
手最高齢の渡部孝之選
手がスキートの２ラウンド
で２５点満点を出す快挙。

なぎなた
少年女子が試合で２２年ぶり２度目の頂点に。演技でも勝利し完全優勝を収めた。成年女子
は演技で初優勝を飾り、試合では準優勝と奮闘した。競技別で初の総合優勝に輝いた。
（写真左／少年女子試合、中央上／成年女子演技、中央下／少年女子演技、右／成年女子試合）

ゴルフ
少年男子の公受将輝選手が個人
で６位入賞。成年男子団体は９位
タイとあと一歩及ばなかった。

ボウリング
少年男女個人は髙橋選手・泉宗選手のアベック優勝。
さらに少年女子は越智真南選手が準優勝、念願のワン
ツーフィニッシュ。団体戦は少年女子が２位、少年男子
が４位と奮闘した。

た く さ ん の 方 が 県 内  各 地 で さ ま ざ ま な ス ポ ー ツ に 親 し み ま し た！デモンストレーションスポーツ

地元の声援があって優勝
できました。（清水／左）
決勝はリラックスできて
力を出し切れました。
（德永／右）

山岳（リード）
〈成年男子〉

清水 裕登選手

德永 潤一選手

し みず ひろ  と

とくながじゅんいち

C H A M P I O N

先鋒から勢いをつけて、次鋒、中堅に
まわすという理想的な展開で優勝でき
た。チーム愛媛で優勝できたことを非
常に嬉しく思う。（４列目左）

剣道〈成年男子〉　遠藤 寛弘選手兼監督
えんどう  のりひろ

優勝してほっとした。結果を残して感謝
の気持ちを表せたのではないかと思う。
（３列目左）

剣道〈成年女子〉　松木 千晶選手兼監督
まつ ぎ    ち あき

C H A M P I O N

優勝目指して今までやってきたので、
ここで優勝できてよかったです。
（青木椋／左から２人目）
いろんな人に支えられて感謝の気持ち
でいっぱいです。（丹下／右）

銃剣道〈少年男子〉

青木 蓮選手・青木椋平選手

沖原 葵選手・丹下 隆之監督

あお き   れん

おきはらあおい たん げ   たか し

あお き りょうへい

C H A M P I O N

競技はワクワク感で
いっぱいだった。人生
初の日本一が地元
愛媛でうれしい。

ボウリング
〈少年男子〉個人

髙橋 晃大選手
たかはし  こうだい

C H A M P I O N

とてもうれしいです。愛媛の方のサ
ポートがあったからこその優勝です！

空手道〈成年男子〉
組手個人戦（重量級）

本田 哲也選手
ほん だ   てつ や

C H A M P I O N

最後は愛媛の方々の
声援が力になって、
自分の力が出せたの
で良かったです。

空手道〈成年女子〉
組手個人戦

川村 菜摘選手
かわむら  な つみ

C H A M P I O N

本当に信じられない気持ちです。
地元のあたたかい声援に励まさ
れたのが、優勝できたすべてだ
と思います。

空手道〈少年男子〉
組手個人戦

園田 雅人選手
その だ   まさ と

C H A M P I O N

優勝できてうれしかったです。家族の支
えは大きく、メンタルの面で支えてもらっ
たし、励ましてもらったり叱ってもらったりして感謝です。

空手道〈成年男子〉
組手個人戦（中量級） 村上 雅浩選手

むらかみ まさひろ

C H A M P I O N

山岳（リード、ボルダリング）
成年男子リードで初優勝の頂を手
にした。少年男子リードは２年連
続６位入賞。

いつもどおりではないけれど、落ち着いてできました。
自分達の力を出し切って優勝できたことが嬉しいです。
地元の方々への感謝の気持ちでいっぱいです。（長澤／右）

３人で目指していた優勝が獲れて良かったです。これか
らも感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきたいです。
（八木／右）

なぎなた 演技〈成年女子〉

村上 優選手・長澤 美咲選手
【演技】村上・長澤
【試合】村上・八木・長澤

むらかみ  ゆう ながさわ   み さき

なぎなた 演技・試合 〈少年女子〉

神山 愛姫選手・山口 味生選手

八木 悠真選手
【演技】神山・八木　【試合】神山・山口・八木

こうやま    え ひめ

や  ぎ     ゆ  ま

やまぐち    み  お

C H A M P I O N

C H A M P I O N

自分の試合に集中して、自分のえ
ひめ国体にする！という強い気持ち
があった。真南ちゃんとワンツー
できて本当にうれしい。（泉宗／左）

ボウリング〈少年女子〉個人

泉宗 心音選手
いずむね   し おん

C H A M P I O N

完全
優勝

Congratulations

競技別
総合成績

1位

Congratulations

競技別
総合成績

1位

Congratulations

競技別
総合成績

1位

Congratulations

競技別
総合成績

1位

カヌー全種目を終えての総合成績は県勢過去最高の５位。昨年の２３位
から大躍進を遂げた。

ボルダリング

リード

今治市

松山市

大洲市

久万高原町 松野町 松山市 松山市

八幡浜市 松野町 西条市

今治市 砥部町 上島町 四国中央市 砥部町

鬼北町

松山市 松山市 松山市 愛南町

今治市 西予市 内子町

伊方町 松山市 宇和島市 松山市

新居浜市
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会期前を含めた合計１８日間にわたり日本中のアスリートが躍動した「愛顔つなぐえひめ国体」。選手団約１５００人をはじめ
約１万５０００人が参加し、和太鼓演奏等によるオープニングプログラムの後、秋篠宮同妃両殿下がご臨席された式典では、剣道
成年男子優勝の遠藤寛弘選手となぎなた少年女子優勝の八木悠真選手が天皇杯・皇后杯第２位の表彰状を受け取りました。
また、ボウリング少年女子個人優勝の泉宗心音選手が炬火を分火し、「愛顔つなぐえひめ大会」に出場する車椅子バスケットボール
の國本司選手へ炬火を引き継ぎました。選手団の退場では、愛媛県選手団約７４０人が全国の選手団を輝く愛顔で見送りました。

県民
みんなが大活躍！

県民総参加でえひめ国体・えひめ大会
を盛り上げるために、「おせったい」
の５つの基本目標のもと、一丸となって
愛顔運動に取り組みました！

▲新居浜市で行われたセーリングでは、
船に乗って応援に向かいました！

▲民泊地となった西予市。
受入をした徳島選手団の
応援にも熱が入ります！

▲各地の特産品を使った「ふるまい料理」が
各競技会場でふるまわれました。

▲花いっぱい運動で来県する皆さま
をお花でお出迎えしました。

平成29年10月10日（火） 総合閉会式

各競技会の運営を担当していただいた
２０の県内市町の皆さん、競技団体の競
技役員の皆さん、補助員の皆さん、そし
て県外開催の４競技において多大なご協力
をいただいた兵庫県、高知県および開催の市町村の皆さん
に改めてお礼申し上げたい。
１０年前からえひめ国体での天皇杯・皇后杯獲得を目指し、
ターゲット種目を絞り強化を行ってきた。残念ながら、悲願
の総合優勝には一歩及ばなかったが、個人団体優勝が４３件、
準優勝が２５件。前年に比べ飛躍的に入賞件数がアップして
いる。そういう意味では素晴らしい成果・成績を上げてくれ
たと思っている。負けたら負けたでそこには感動のドラマが
あり、他の愛媛県チームの選手がその分カバーしようと
力に変えていく。全ての出場者に意味があったと思う。その
総合力の結果が２位ということ。チームで戦った全ての選手、
支えてきた指導者、団体の皆さんに本当に拍手を送りたい。

〈共同記者会見コメント〉
愛媛県知事　中村 時広

チーム愛媛として、天皇杯・皇后杯優勝
を目指して励んできたが、獲得できなかっ
たことは残念であり、総監督として心に強
く残っている。しかし、選手は何も恥じるこ
とはない。総合得点は本来なら総合優勝できる得点を獲得
している。選手の活躍は多くの県民の皆様方に勇気と元気
を与えたものと思っている。
また、国体開催はスポーツ振興において大きな成果を生ん
でいる。愛媛県では普及していなかったスポーツがだんだん
と育ち、ふるさとスポーツとして定着させていこうとしてい
たり、中央の優秀な指導者に来ていただくことで、県内の
指導者の競技力も上がってきた。さらに選手の健康管理に
おいてスポーツ医科学のサポートの導入も定着してきた。こ
れからますます愛媛県のスポーツ振興を強くしていく、それ
に対して努力していくのが我々の責務だと思っている。

〈共同記者会見コメント〉
愛媛県選手団総監督　藤原 惠

熱戦を終え晴れやかな愛顔の愛媛県選手団
え がお

国体旗引継秋篠宮同妃両殿下愛媛県選手団入場 表彰状授与 炬火の引継

感謝やねぎらいの言葉が書かれた
横断幕を掲げる小中学生の都道府県応援団

選手たちの健闘を讃える和太鼓演奏
（オープニングプログラム）

他県選手の健闘を讃え今治タオルの
土産を手渡し見送る愛媛県選手

たくさんの愛顔をつないだえひめ国体が閉幕。
え　  がお

愛顔の応援ありがとうございました！
え　　　 が　お

お せ つ た い応援しよう
えひめ国体・えひめ大会

精一杯のおもてなし 伝えよう愛媛の魅力 楽しくスポーツ、健康づくり 一緒にしよう
わがまちづくり愛顔運動

え　　　　 がお

え 　   がお

え　がお

えんどう のりひろ

くにもとつかさ

いずむね し  おん

や   ぎ   ゆ   ま

え　がお

▲多くの県民が参加したデモンストレーション
スポーツではたくさんの愛顔があふれました。

え がお

え　がお
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えひめ大会
愛顔の

メダリスト！

え　　がお

１
　位

３　
位

２　
位

２　
位

上位入賞者 （敬称略） ★は大会新
競　技 種　目 出場選手

陸上競技

ソフトボール投 石居 勝彦 かなさんどう
立幅跳 井上 智重子 ★ 八幡浜市
ビーンバッグ投 阿部 道 道後ゆう
100ｍ 井上 聡 ★ 松野町
スラローム 井上 聡 松野町
200ｍ 藤田 朱音 新居浜市
1500ｍ 児玉 裕喜子 ★ 愛 アスリートクラブ
100ｍ 児玉 裕喜子 愛 アスリートクラブ
1500ｍ 田中 成明 ワークいかた
ソフトボール投 田中 成明 ワークいかた
スラローム 菊川 とも江 今治療護園
ソフトボール投 山之内 佑衣 なかま共同作業所
ソフトボール投 岩城 一弘 松野町
立幅跳 岩城 一弘 松野町
ソフトボール投 佐伯 強 東温市
ソフトボール投 伊関 創史 愛 アスリートクラブ
ソフトボール投 中川 美智子 アイル
ビーンバッグ投 玉井 さなえ 愛 アスリートクラブ
ソフトボール投 山岸 正典 今治市
ジャベリックスロー 毛利 淳一 宇和島市
ソフトボール投 西木 智治 今治市
ジャベリックスロー 佐伯 幸男 愛 アスリートクラブ
ジャベリックスロー 茂元 愛美 宇和特別支援学校（聴）
ジャベリックスロー 池田 斉 ★ 今治市
200ｍ 竹本 圭佑 愛 アスリートクラブ
1500ｍ 武智 湧史 愛 アスリートクラブ
立幅跳 大石 涼 ひかり
ジャベリックスロー 百瀬 文子 はばたき園

水泳

25ｍ自由形 佐々木 一明 八幡浜市
25ｍ平泳ぎ 佐々木 一明 八幡浜市
25ｍ平泳ぎ 妻鳥 和恵 ★ 松山市
25ｍ自由形 妻鳥 和恵 松山市
25ｍ自由形 丹波 久美子 ★ 新居浜市
50ｍ自由形 丹波 久美子 ★ 新居浜市
25ｍ背泳ぎ 塩出 秀男 新居浜市
50ｍ背泳ぎ 中道 穂香 愛南町
50ｍ自由形 中道 穂香 愛南町
50ｍ背泳ぎ 岡部 歩乃佳 ★ 新居浜市
50ｍ自由形 岡部 歩乃佳 ★ 新居浜市
50ｍ自由形 浅野 里佳 今治市

アーチェリー リカーブ30ｍダブルラウンド 矢野 誠一 今治市
リカーブ30ｍダブルラウンド 曽我部 海青 今治市

卓球

一般卓球 佐伯 修三 今治市
一般卓球 浅井 翔一 松山市
ＳＴＴ 和氣 光男 松山市
一般卓球 越智 滝二 今治特別支援学校
一般卓球 西原 あゆみ たのしみ
一般卓球 森田 亮平 松山市

フライングディスク
アキュラシー ディスリート・ファイブ 安井 幸重 新居浜市
アキュラシー ディスリート・ファイブ 米田 清作 内子町
アキュラシー ディスリート・ファイブ 松浦 研二 今治市

ボウリング
ボウリング 久保 道雅 伊予市
ボウリング 工藤 右暉 今治市
ボウリング 和泉 義人 松山市

グランドソフトボール 愛媛県グランドソフトボールチーム

陸上競技

1500ｍ 宮内 昌吾 松山市
スラローム 木下 潤一 かなさんどう
ビーンバッグ投 木下 潤一 かなさんどう
立幅跳 奥谷 直夫 松山盲学校
砲丸投 奥谷 直夫 松山盲学校
走幅跳 谷岡 真帆 愛 アスリートクラブ
ソフトボール投 嶋田 貴子 かなさんどう
ソフトボール投 相原 恵美子 東温市

競　技 種　目 出場選手

陸上競技

ジャベリックスロー 池内 剛 西条市
砲丸投 茂元 愛美 宇和特別支援学校（聴）
100ｍ 竹本 圭佑 愛 アスリートクラブ
走幅跳 遠藤 昌子 はばたき園
立幅跳 渡辺 ひろ子 パステル工房
ジャベリックスロー 清水 祐太 八幡浜市

水泳

25ｍ背泳ぎ 末光 眞知子 宇和島市
25ｍバタフライ 宮崎 信博 ★ 四国中央市
50ｍ自由形 宮崎 信博 四国中央市
25ｍバタフライ 浅野 里佳 今治市

200ｍリレー
浅野 里佳 今治市
櫻田 開 八幡浜市
相原 裕太 砥部町
深川 知則 西条市

50ｍ平泳ぎ 伊藤 凜 新居浜市
25ｍ背泳ぎ 栗田 龍征 愛大附属特別支援学校

アーチェリー リカーブ30ｍダブルラウンド 窪田 貴美 今治市

卓球

一般卓球 三好 恵 今治市
一般卓球 渡部 真理子 松山市
ＳＴＴ 松浦 佑美 松山盲学校
ＳＴＴ 平子 浩 松山盲学校
一般卓球 佐伯 裕太 今治特別支援学校

フライングディスク ディスタンス メンズ・スタンディング 井戸 清隆 大洲ホーム
ディスタンス メンズ・シティング 安井 幸重 新居浜市

ボウリング ボウリング 山下 貴弘 今治市
バレーボール（知的障害者の部・女子） 愛媛県立宇和特別支援学校バレーボール部

陸上競技

100ｍ 藤田 朱音 新居浜市
1500ｍ 冨永 晃平 愛 アスリートクラブ
100ｍ 冨永 晃平 愛 アスリートクラブ
100ｍ 谷岡 真帆 愛 アスリートクラブ
ソフトボール投 清家 和彦 野菜工房ていずい
ソフトボール投 釜谷 玲子 しげのぶ清流園
ビーンバッグ投 岡田 真穂 しげのぶ特別支援学校
スラローム 玉井 さなえ 愛 アスリートクラブ
ソフトボール投 反田 奈津子 Ｓａ．おいでや
砲丸投 佐伯 幸男 愛 アスリートクラブ
200ｍ 松田 智子 日野学園
1500ｍ 森田 博一郎 宇和島市
1500ｍ 大塚 才豪 愛 アスリートクラブ

水泳

25ｍバタフライ 末光 眞知子 宇和島市
25ｍ自由形 酒井 文子 松山市
50ｍ自由形 塩出 秀男 新居浜市
25ｍ平泳ぎ 三木 礼菜 新居浜市
50ｍ平泳ぎ 三木 礼菜 新居浜市
25ｍ自由形 櫻田 開 八幡浜市
50ｍ自由形 伊藤 凜 新居浜市
25ｍ自由形 渡部 秀紀 （株）あいクリーン

アーチェリー リカーブ30ｍダブルラウンド 井上 幸一 松山市

卓球

一般卓球 岩見 君義 八幡浜市
ＳＴＴ 石川 良子 松山市
一般卓球 河野 都美 西予市
一般卓球 大塚 紘輝 四国中央市
一般卓球 野口 さくら 宇和特別支援学校（知）

フライングディスク

ディスタンス メンズ・スタンディング 黒河 貞雄 西条市
アキュラシー ディスリート・セブン 伊藤 孝文 西条市
ディスタンス メンズ・シティング 玉井 隼人 東予希望の家
アキュラシー ディスリート・ファイブ 斉宮 学 カイト西条
ディスタンス メンズ・スタンディング 瀧本 真壮 株式会社 夢・たまご
ディスタンス レディース・スタンディング 篠崎 幸子 夢の家
アキュラシー ディスリート・セブン 宇津本 緑 ひだまり工房
アキュラシー ディスリート・ファイブ 武方 涼太 株式会社 夢・たまご
アキュラシー ディスリート・ファイブ 南埜 勇人 宇和特別支援学校（知）

ボウリング ボウリング 渡部 有架 愛大附属特別支援学校

スタンドはみきゃんや「SEE YOU」の
文字をパネルで表現し見送る

平成29年 10月28日（土） 

▲

10月30日（月）

選手団、出演者等の大会関係者や観覧者など約２万２０００人が参加。
皇太子殿下がご臨席された式典では、雨の中堂々と行進する全国の
選手団を、県内小中学生からなる都道府県応援団が大声援で迎えました。
えひめ国体から引き継がれた炬火が点火された後、愛媛県選手団の代表が
宣誓を行いました。また、県民約１４００人による歓迎演技も披露されました。

約５５００人の選手団をはじめ、大会関係者、
観覧者など約１万９０００人が参加。高円宮妃殿下
がご臨席された式典では、選手たちの熱戦を
見守り続けた炬火が納火されました。愛媛県
選手団は最後までおもてなしの心で他県選手
たちを見送り、最高の愛顔が会場にあふれる
閉幕となりました。

▲県選手団結団式・激励会
大会直前の１０月２７日、ひめぎんホー
ルにおいて、選手団の結団式が行わ
れ、選手や監督約４５０人が拳を突き
上げ健闘を誓いました。激励会には
皇太子殿下がご臨席されました。

個人121個のメダル獲得！ 団体優勝1・準優勝1！過去最多！！

熱戦の火を受け継ぎ、
約２万2000人の愛顔で開幕！

え　　がお

台風の影響もありましたが、愛媛県選手団、一致団結して、本
当に立派な成績を残すことができました。これは皆さんの日頃
の練習の成果であることは言うまでもありません。子どもから
お年寄りまでたくさんの県民の方々に支援していただきました。
えひめ大会の経験は、皆さんに大きな自信をもたらしたと思い
ます。この経験をこれからの人生に大いに活かしてください。
明日からまたそれぞれの舞台で活躍することを願っております。

愛媛県勢は個人競技では過去最多となる、金５４、銀３０、銅３７の合計１２１個のメダルを獲得。金メダル数、メダル総数ともに、昨年のいわて大会
の２倍以上を獲得する活躍をみせました。団体競技では、グランドソフトボールが７年ぶりの優勝、バレーボール（知的障害者の部・女子）が初の
準優勝を飾りました。また、陸上競技と水泳であわせて１０の大会新を出す快挙 ! 選手たちが躍動し、一致団結して勝利を手にした３日間でした。

水泳（身・知）
６つの大会新記録、金メダルが１２個等努力が花開く競技会となりました。
岡部歩乃佳選手・中道穂香選手は揃って金メダルを獲得。県内初の
介助犬利用者でもある妻鳥和恵選手は２種目で２冠を達成。最終日に
行われた混合２００mリレーでは堂々の銀メダルを勝ち取りました。

陸上競技（身・知）
出場選手それぞれが、ライバルと、
そして自分自身と戦い、金２８個、銀１４
個、銅１３個のメダル獲得となる大躍進。
４人が大会新記録をマークしました。

フォトグラフ

アスリート

全競技

平成29年10月28日（土） 開会式

平成29年10月30日（月） 閉会式

〈解団式挨拶〉
愛媛県選手団団長　仙波　隆三

大会新記録 大会新記録 大会新記録

大会新記録 大会新記録 大会新記録 大会新記録

100ｍ

井上 聡選手
いのうえ さとし

大会新記録
1500ｍ

児玉 裕喜子選手
こ だま ゆ  き   こ

立幅跳

井上 智重子選手
いのうえ ち   え  こ

ジャベリックスロー

池田 斉選手
いけだ ひとし

25ｍ平泳ぎ

妻鳥 和恵選手
めんどり かず え

25ｍバタフライ

宮崎 信博選手
みやざき のぶひろ

２５m自由形・50ｍ自由形

丹波 久美子選手
たん ば く   み   こ

50ｍ背泳ぎ・50ｍ自由形

岡部 歩乃佳選手
おか べ ほ  の   か

高円宮妃殿下
旗を振り愛顔で他県選手団を
見送る愛媛県の選手たち

え がお

結団式

激励会

大会旗が福井県知事に
手渡される

え  がお

旗手

伊関 創史選手
い せき そう  し

皇太子殿下

オープニングプログラム

雨の中今治タオルを手に
力強く行進する愛媛県選手団

歓迎の声援を送る観覧席

選手代表宣誓

池田 斉選手・谷岡 真帆選手
いけ だ たにおか ま   ほひとし

炬火点火者(最終炬火走者)

松田 美優選手・八塚 海人選手
まつ だ やつづか かい とみ  ゆう

第一炬火走者

廣瀬 悠さん・廣瀬 順子さん
ひろ せ ひろ せ じゅんこはるか

第二炬火走者

井上 聡選手・村木 理恵選手
いのうえ むら き り   えさとし
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各競技の表彰式で入賞者に
手渡されるビクトリーブーケ

指導を受けながら丁寧に
制作する参加者たち

一粒一粒に気持ちを込めて…

全国障害者スポーツ大会が開催される毎に贈呈しており、
今年で１４回目。特に視覚障がいの方は、花に触れるので、
どんな花か分かるようにできるだけ一般的で分かりやすく、
かつ日持ちのする花を選んでいます。ブーケの形も特長的
です。持ちやすく、脇や足に挟むことができるように茎を

長くしています。また、車いすにあたったり落としたりして
も花が傷まないようにシサル麻で花を保護しています。

競技場では応援できなくても、制作する際に、選手
の方たちに「がんばってね」という想いを花に託して
制作しています。

大会運営ボランティア

フライングディスク（身・知）
円形ゴールにディスクを１０回連続で投げ通過した回数を競うアキュラシーと、ディスクの飛距離を競うディスタンスの２
種目を実施。荒天の中での大会となった。金３個、銀２個、銅９個を獲得。

ボウリング（知）
男子壮年の久保道雅選手は、いわて大会に続き２大会で
金メダル。金３個、銀１個、銅１個を獲得。

バスケットボール（知）
男子が福岡市に、女子が大阪市に初戦敗退。会場から
は選手たちの奮闘に大きな声援が送られた。

車椅子バスケットボール（身）
初戦仙台に勝利しベスト4。県内唯一の車椅子バスケット
ボールチームにとって、次につながる飛躍の１勝となった。

グランドソフトボール（身）
福岡県とともに栄冠を手にした。７年ぶりとなるＶに選手
の歓喜が広がった。

ソフトボール（知）
台風のため、トーナメントを中止し、屋内での交流戦となっ
た。福井と対戦し、１３ー０の３回コールド勝ちを収めた。

フットベースボール（知）
一回表に一挙６点を先取するも追加点を奪えず、初戦の東
京に６ー７で惜敗。雨天の中観客から温かい声援が響いた。

バレーボール（身）
男子は長崎に初戦敗退。女子は初戦岩手に快勝しベスト４。
男女ともに持てる力を存分に発揮しての試合だった。

バレーボール（知）
男子は北九州市に初戦敗退。女子は決勝で東京に敗れた
ものの、発足４年目のチームは堂々の準優勝を手にした。

サッカー（知）
初出場の愛媛は初戦強豪の岐阜と対戦。0-１で敗退したも
のの、粘り強い試合を展開した。

肢体障がい者ボウリング（身）
オープン、Ａ、Ｂの３クラスが実施された。県勢の
３選手は決勝出場とならなかったが好戦した。

ブラインドテニス（身）
愛媛は北海道と合同チーム「ユニオン」とし
て出場。５位で大会を終えた。

精神障がい者フットサル（精）
Ａ、Ｂのグループにわかれて実施。愛媛の白星
はなかったが、会場は温かい声援に包まれた。

アスリート フォトグラフ全競技

卓球（身・知）及びサウンドテーブルテニス（身）
金６個、銀５個、銅５個を獲得。一般卓球では、パラリンピック経験者やいわて大会出場者、初出場者が力を発揮した。サウン
ドテーブルテニスでは、２０１０年の千葉大会に続き２回目の出場となる和氣光男選手が地元で初の金メダルを手にした。

アーチェリー（身）
男子１部で射場も隣同士だった矢野誠一選手、曽我部海青
選手が揃って金メダル。金２個、銀１個、銅１個を獲得。

オープン
競技

愛顔運動
え　　　　 がお

大勢のボランティアが大活躍！

選手団サポートボランティア

ビクトリーブーケ
競技入賞者をお花で激励！

特別支援学校
一人一役チャレンジ運動

アイロンビーズで
作った

みきゃんのコース
ターです！完成！！

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会

理事長 河合 透さん
かわい とおる

全国から来県される方々を「おもてなし」の心でお迎えするため、
県内８校の特別支援学校に在籍する約１５２０人の児童・生徒の
皆さんが、記念品や手作り応援のぼり旗の作製を行いました。

選手の皆さんの活躍を願って楽しく制作しました！

情報支援ボランティア

休憩中の選手を手作りの
みきゃんうちわでクールダウン

競技が終わった選手団を
 え がお
愛顔でお見送り

雨が降っても会場の皆さんに

きちんと情報が伝わるように

来場する皆さんに
無料ドリンクのおもてなし
もちろん愛媛のみかんジュースも！

10/27~29の
３日間で

3000束のブーケを
作りました！

Congratulations

団体
優勝

Congratulations

団体
準優勝

▲「手作り応
援のぼり旗」
を作製して
いる様子

えひめ大会では、参加するすべての人が愛顔になる
よう、多くのボランティアスタッフが活躍しました！

え がお

選手団サポートボランティアの 　　　　　　　　　　　　　　   え がおベストには選手団から愛顔の寄せ書き

一般卓球
サウンドテーブルテニス

バレーボール（精）
男女混合でソフトバレーボールを使用する。初戦、交流
戦と敗退したが、楽しく悔いなき試合ができたと愛顔。

え がお

選手のみなさんと一緒に、とべ動物園で楽しいひとときを過ごしました！
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みかんジュースが出る蛇口登場！
来場者に大人気でした！

さまざまなステージイベントが行われました。

各市町や企業のブース
が立ち並び、大勢の来
場者で賑わいました。

県外選手の皆さんも来場者
の 方 も 愛 顔 で 記 念 写 真を
パチリ★

えひめ大会では多くの選手団
サポートボランティアが選手と
行動を共にしました。

マスコット引き継ぎ式です。来年は福井の「はぴりゅう」よろしく！

愛媛県立伊予農業高等学校の
みなさんによる花のおもてなし

えひめ大会会期中は、延べ約３００人の大同生命のスタッフ等の皆
さんが、全国から集まった選手や応援サポートの方々とゲームやイ
ベントを通じて交流できるふれあいの場を運営してくださいました！

愛顔の応援写真とみきゃんリレーの写真
でつくったみきゃんボード。長旅を終えた
みきゃんぬいぐるみ、お疲れさま！

え がお

え  がお

大同生命ブース

各競技会場のふるまいブースで皆さんをおもてなし♪ 授産製品や手作りのクッキー等がふるまわれました！

この広報誌の内容は2017年12月時点のものです。えひめ国体 検 索URL http://www.ehimekokutai2017.jp/

通
信

オフィシャル
スポンサー

国体パートナー

大会特別協賛

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会（愛媛県えひめ国体推進局国体総務企画課）
〒790-8570  松山市一番町四丁目4番地2  TEL 089-947-5660  FAX 089-947-5721

え  がお

私たちは を応援しています

S08-0095

おいしさは、いつも自然から。

知る！楽しむ！参加する！えひめ国体・えひめ大会公式マガジン

（ＪＡ共済連愛媛）

えひめ国体・えひめ大会への
たくさんの応援ありがとうございました！

えひめ国体・えひめ大会の
結果や関連記事を

まとめてみることができます！

アプリのダウンロードはこちらから！

えひめ国体・
えひめ大会
応援アプリ

2018年は福井国体・福井大会！

全国の愛顔が集結！

県総合運動公園多目的広場に設置されたみきゃん広場では
全国から来県される皆さんを温かくお迎えするため

さまざまなおもてなしを行いました。

え がお

えひめ
大会

えひめ
国体
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通
信

陸上競技 水 泳 アーチェリー
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冨永 晃平選手
とみ  なが      こう  へい

地元の声援が後押しとなりました。
ありがとうございました！！

伊藤 凜選手
い 　とう      りん

多くの方々の応援のおかげで、悔いのない泳
ぎができました。練習の成果を発揮すること
ができ、自己ベストを出すことができました！！

曽我部 海青選手
そ 　 が     べ       かい  せい

目標にしてきたえひめ大会。地元今
治で試合ができて良かったです！！

卓 球 サウンドテーブルテニス フライングディスク

濱本 徳一選手
はま  もと      のり  かず

もっと練習をして、上手になって、
全国の舞台で勝ちたいです！！

松浦 佑美選手
まつ  うら       ゆ    み

みんなの応援が力になってとれた銀
メダルです！！

米田 清作選手
よね    だ 　 せい さく

上手な選手が多く、決定戦になった
ことは良い経験になりました！！

ボウリング バスケットボール 男子

渡部 有架選手
わたなべ　　 ゆ    か 

全国にたくさんのお友だちができて
うれしかったです！！

下村 龍翔選手
しも  むら　 りゅう  と

えひめ大会で出会ったライバルに勝
てるような練習をして、試合に活か
します！！

みんなの愛顔があふれたえひめ大会！！
えひめ大会に出場した愛媛県選手からメッセージをいただきました！！

え  がお

今まで一緒に障スポ大会を盛り上げてくれて
どうもありがとう！すばらしいえひめ大会となりました！

みんなの愛顔がいっぱいの３日間でした！

え  がお
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バスケットボール 女子 車椅子バスケットボール ソフトボール

愛媛県バスケットボール選抜女子
　　え ひめけん せんばつ じょ  し

初めての全国大会で不安でしたが、最後
まで諦めずに頑張りました。負けて悔し
かったけれど、良い経験になりました！！

白方 佳樹選手
しら  かた     よし   き

チームにとって、えひめ大会で一つ
勝てたことは大きな収穫です！！

宮下 大輝選手
みや  した     ひろ   き

えひめ大会ではたくさんの方に支え
られ一勝でき、心から感謝していま
す！！

グランドソフトボール フットベースボール バレーボール 聴覚障害者の部・男子

利岡 義親選手
とし  おか     よし  ちか

地元開催での優勝 ! 連覇を目標に、
来年も頑張ります！！

曽我 大地選手
そ     が      だい   ち

負けてしまいましたが、全国のレベ
ルを知ることができました。この悔
しさを来年の福井大会で晴らします！！

西本 広大選手
にし  もと　  こう  だい 

今まで練習してきた成果を発揮する
ことができました。応援ありがとうご
ざいました！！

バレーボール 聴覚障害者の部・女子 バレーボール 知的障害者の部・男子 バレーボール 知的障害者の部・女子

菊地 沙也選手
きく   ち        さ    や

結果は４位で悔しかったですが、全
国大会という舞台は楽しく、最高に
充実した３日間でした！！

村上 正和選手
むら  かみ     まさ  かず

悔しい結果ではありましたが、チー
ムメイトや先生に感謝して、これから
も頑張っていきます！！

山中 明美選手
やま  なか     あけ   み

たくさんの応援ありがとうございました。
自分たちの力を信じて頑張りました。全国
の舞台に立てたことに感謝しています！！

バレーボール 精神障害者の部 サッカー

佐々木 知重選手
さ     さ    き      とも  しげ

最高の大会でした！！持てる力は全て
出し切りました。支えてくださった
全ての方々に感謝です。

大塚 秀成選手
おお  つか     ひで  なり

全国大会で対等に戦えたことは大き
な収穫です。来年は予選を自力で勝
ち抜いて、全国大会に出場します！！

みなさん、応援本当に
ありがとうございました！！
これからも、みんなで一緒に
障がい者スポーツを

盛り上げていきましょう！！

音声コード


