
高萩市開催競技
《ウエイトリフティング》 2019年10月２日（水）～６日（日）／高萩市文化会館
《軟式野球》 2019年10月４日（金）～５日（土）／高萩市民球場

2019年9月28日（土）～2019年10月8日（火）
国体まであと4カ月

いばラッキーＮｅｗｓ♪Ｎｏ.１７

炬火名を募集します！
きょ か

　高萩市の魅力をＰＲするため、高萩市を印象付ける表現を
したもので、呼びやすく、親しみやすい名前を募集します。
　採用された炬火名の命名者には、賞状と記念品等を贈
呈し、総合開会式での炬火ランナーに選定します。たくさ
んのご応募お待ちしております。

高萩市オリジナル
国体ポロシャツ販売中♪

　高萩市オリジナル国体ポロシャツを各種販売していま
す。購入希望及びお問い合わせは、直接下記店舗へご連
絡ください。

　オリンピックでいう聖火にあたるものです。県内の各
市町村で集火された炬火は、メイン会場となる笠松運動
公園陸上競技場（ひたちなか市）に集められ、「国体・大
会のシンボル」として、両大会の期間中、選手たちを見
守ります。

炬火とは？

次のいずれにも該当する方。
◆高萩市に在住又は高萩市へ通勤・通学している方
◆以下の全ての日程に参加出来る方
　①炬火集火式　7月末予定
　②練習会　8月17日（土）、31日（土）　2回
　③総合リハーサル　9月21日（土）予定
　④集火セレモニー　9月28日（土）総合開会式内式典
　　（ひたちなか市笠松運動公園）
◆火がついたトーチ（重量700ｇ）を持って軽いランニン

グが出来る方

応募資格

　応募用紙に必要事項を明記の上、いきいき茨城ゆめ国
体高萩市実行委員会事務局に郵送、 ＦＡＸ、持参のいずれ
かの方法により応募してください。応募用紙は市役所１
階総合受付、総合福祉センターに設置してあるほか、市
実行委員会ホームページよりダウンロードできます。その
他詳細については、応募用紙をごらんください。

応募方法

募集期間 2019年５月７日（火）～31日（金）

高萩市実行委員会公式 

ウエイト
リフティング教室
参加者募集！

　当教室では、国体などの各種大会で活躍できる選手の
育成を目標にし、本格的な競技指導を実施しております。
参加希望者は、下記問合せ先にお電話をいただくか、教
室開催日に直接会場までお越しください。

《開催日》毎週月・水・金曜日　《時間》18:00 ～ 20:00
《会　場》高浜スポーツ広場（高萩市高浜町1－42）
《指導者》福田 太公（茨城県ウエイトリフティング協会副会長）

《対象者》小学４年生～高校３年生　
《参加料》小・中学生2,000円／年・高校生3,000円／年
　　　　 （スポーツ安全保険に加入します）

★仲屋運動具店★
TEL：0293-22-2311

定休日：木曜
2,200円（税込）

＊白・黒・紺・ホットピンク・ロイヤルブルー
＊サイズは、150～5L

＊左胸・左袖にロゴあり

★神峰スポーツ店★
TEL：0294-42-7020

定休日：木曜
4,300円（税込）

＊白・黒・紺
＊サイズは、SS～XA

＊左袖・首後にロゴあり

〒318-8511　高萩市本町1-100-1　TEL：0293-23-2019　FAX：0293-23-1126
【ホームページ】 http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/dir001194.html

いきいき茨城ゆめ国体高萩市実行委員会事務局（高萩市教育委員会国体推進課）

●問合せ　国体推進課　☎23-2019

開催しました

三世代交流ふれあい
スポーツフェスティバル 
　高萩桜まつりの開催にあわせ、さくら宇宙公園
で高萩市スポーツ推進委員協議会主催の「三世代
交流ふれあいスポーツフェスティバル」が行われ、
満開の桜のもとで子どもから高齢者まで幅広い年
齢の人がペタンクやフライングディスクなどの
ニュースポーツに汗を流しました。

プロ野球独立リーグ
（ＢＣリーグ）

　4月12日に高萩市民球場で、今年度からＢＣ
リーグに参戦している茨城県民球団「茨城アスト
ロプラネッツ」と「福島レッドホープス」の試合が
行われ熱戦が繰り広げられました。ＢＣリーグとは
2007年に北信越の4球団でスタートしたプロ野
球の独立リーグのことで、茨城県民球団は11番
目の加盟となります。今後も本球場で試合が予定
されています。

期　日：平成31年３月16日（土）
場　所：石滝サッカー場
参加チーム：１２チーム

結　果：優　勝　十王サッカークラブ
　　　　準優勝　高萩翼サッカースポーツ少年団
　　　　第３位　精華サッカースポーツ少年団
　　　　第４位　大沼サッカースポーツ少年団

結果 第20回たつご杯争奪少年サッカー大会

期　日：平成31年３月30日（土）
場　所：サンスポーツランド高萩

結果 高萩市・飯能市「サッカースポーツ少年団」友好都市交流試合
　この大会は2010年に少年サッカー高萩選抜チームと飯能市選抜チームに
よる「兜」争奪戦が実施されたのを契機に2011年より毎年実施されています。
今年も、飯能市の5・6年生32名と高
萩市の高萩翼・秋山・松岡の3団合同
チーム36名が試合を行い、闘志あふ
れるプレーでお互いの友好と絆を深め
ました。 

スポーツのお知らせ

国体競技
ウエイトリフティングを

PR

期　日：平成31年３月30日（土）
会　場：高萩市民体育館　柔道場
参加人数：30名

結　果：

結果 第31回高萩市少年柔道錬成大会
（低学年男子の部）
優　勝　矢部　湧玖
準優勝　會澤　理杏
第３位　吉田　龍駕

べ わ くや

あい ざわ り あん

よし だ りょう が

（高学年男子の部）
優　勝　鈴木　凱翔
準優勝　鈴木　耀仁
第３位　佐藤　悠磨

き かい とすず

すず き あき ひと

さ とう ゆう ま

（女子の部）
優　勝　伊師　光海
準優勝　宮澤　よつば
第３位　伊師　海稀

し なな みい

みや ざわ

い し みず き
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