
高萩市開催競技

2019年9月28日（土）～2019年10月8日（火）
国体まであと3カ月

いばラッキーＮｅｗｓ♪Ｎｏ.１８

茨城国体まであと１００日
　６月20日でいよいよ茨城国体開催100日前となります。
　高萩市実行委員会では、４月に競技・式典専門委員会、
５月に常任委員会及び総会を開催し、各委員の皆様、各関
係者の皆様のご協力のもと、一致団結により、本大会に向
けて着々と準備が進んでいます。

　45年ぶりの茨城県開催。次に茨城県で国体が見られる
のは45年後？になるかもしれません。皆さんで盛り上げ
て、思い出に残る茨城国体にしましょう！

高萩市実行委員会公式 

今月のあなたを持ち上げる
ウエイトリフティング通信

　「体幹」は体のどの部分を指す言葉か知って
いますか？競技の特性により、違いはあるか
もしれませんが、ウエイトリフティングにおい
ては右図の部分を指します。いかに体幹を崩
さず、力を伝えるかが、重要なポイントです。
　範囲が広いため、体幹トレーニングはたくさんあります
が、１つ簡単な例を紹介します。

　上図のように寝た状態から、手で腿を触りながら上体
を徐々に起こし、手が膝についたら、同じ動きでもとにも
どります。ゆっくり10数えながら起き上がり10数えなが
らもどしてみてください。10回３セットなど無理のない範
囲でお試しください。

茨城国体・障害者スポーツ
大会の開会式・閉会式の
観覧者募集中！

観覧には事前申し込みが必要です。
（応募者多数の場合は抽選になります。）
申込用紙は、高萩市役所１階総合受付、高萩市総合福祉
センター窓口に設置してあります。また、茨城県実行委員
会ホームページからもダウンロードできます（インターネッ
トで検索する場合は、「茨城国体・大会」で検索してくださ
い）。

【総合開会式】９月28日（土）
観覧料金：大人（中学生以上）1,000円、子ども500円
出演予定者：磯山純、城之内早苗、鈴華ゆう子、
　　　　　    マシコタツロウ、渡辺徹、渡辺裕之

【総合閉会式】10月８日（火）　観覧料金：無料
出演予定者：渡辺徹　

【大会開会式】10月12日（土）　観覧料金：無料
出演予定者：磯山純、田中玲子、NEVA GIVE UP、
　　　　　    ねば～る君、渡辺徹、渡辺裕之　

【大会閉会式】10月14日（月・祝）　観覧料金：無料
出演予定者：石井竜也、磯山さやか
※各式典には、茨城県にゆかりのある著名人が出演予定
　敬称略、50音順、その他県民の方々も多数出演・参加

【会場】笠松運動公園陸上競技場
【募集人数】各式典約５千人
【申込方法】
①茨城県国体・大会実行委員会のホームページから申込
②専用申込用紙を県実行委員会に郵送又は持参

【お問合せ】０１２０-１８１-５９１（平日９時～１８時）
いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会お問い合わせ窓口

〒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

期日：４月21日（日）
場所：高萩市民体育館
結果：優　勝　Ｂ－フレンズ
　　　準優勝　ナインスターズ
　　　第３位　ＲＵＳＨ

結果 平成31年高萩市バレーボール連盟
女子春季リーグ大会

スポーツのお知らせ

期日：４月２１日（日）
場所：さくら宇宙公園

結果 第７回たかはぎさくら宇宙公園クロスカントリー大会
　さくら宇宙公園の特設コースで市体育協会主催のクロスカントリー大会が行われました。
今年で７回目となる大会には、昨年を上回る324人のランナーが参加。ランナーは家族や
友人たちの声援を受けながら、桜並木の下を力走しました。各部門の結果は以下のとおり。

第１位　小室　孝・亮人
第２位　水上　勝・蓮
第３位　寺西　昇三・唯衣

むろ たかし あき とこ

みず かみ まさる れん

てら にし しょうぞう ゆ い

親子の部

第１位　髙橋　雅子
第２位　大森　正子
第３位　掛札　千聖

はし まさ こたか

おお もり まさ こ

かけ ふだ ち さと

一般女子の部

第１位　萩谷　駿太
第２位　萩谷　大輝
第３位　斉藤　直希

や しゅん たはぎ

はぎ や だい き

さい とう なお き

男子39歳以下（高校生含む）の部

第１位　寄川　盛男
第２位　平山護太郎
第３位　木村　哲也

かわ もり おより

ひら やま もり た ろう

き むら てつ や

男子40歳～59歳の部

第１位　黒羽　洋希
第２位　寄川　滉正
第３位　小室　寛太

は ひろ きくろ

より かわ こう せい

こ むろ かん た

小学生男子の部

第１位　田山　希海
第２位　銭谷　栞音
第３位　黒羽　柚妃

やま のぞ みた

ぜに や し おん

くろ は ゆず き

小学生女子の部

第１位　山口　泰広
第２位　野村　幸広
第３位　木村　哲

ぐち やす ひろやま

の むら ゆき ひろ

き むら さとし

男子60歳以上の部

第１位　武田　陸
第２位　生天目　温
第３位　舟生　充希

だ りくたけ

なば た め はる

ふ にゅう みつ き

中学生男子の部

第１位　生井沢優奈
第２位　長瀬　日向
第３位　三代　花姫

い ざわ ゆう ななま

なが せ ひ な た

み よ はな び

中学生女子の部

第２回競技・式典専門委員会 第３回総会

募集期限 ６月28日（金）まで

2019年10月２日（水）～６日（日）／高萩市文化会館
2019年10月４日（金）～５日（土）／高萩市民球場

《ウエイトリフティング》
《 軟 式 野 球 》

もも

期日：５月19日（日）
場所：高萩市民体育館
参加人数：25組（50人）

結果 第47回
高萩バドミントン大会 柴崎　雄紀・藁谷　徹

宮崎　秋行・大越　裕治
小川原英樹・渡辺　博之

ゆう き わら がい とおるしば さき

みや ざき あき ゆき おお こし じゆう

が わ らお わた なべ ひろ ゆきひで き

男子１部

鈴木　裕一・小茂田元貴
白岩　由行・伊藤　一芳
大森　芳史・沖沢　和彦

ゆう いちすず き こ も た もと き

しろ いわ よし ゆき よしかずとうい

おき ざわ かず ひこよし ぶみおお もり

男子２部

優　勝
準優勝
第３位

ダブルス

青木　恵美・柴崎　由紀
榎本　明子・草彅　敦子
佐々木ひろみ・加藤　みほ

え みあお き しば さき ゆ き

えの もと

さ きさ とうか

あき こ くさ なぎ こあつ

女子１部

志賀　晴美・竹ノ下理奈
橋本　由紀・根本　淳子
金田嘉津子・川崎　幸枝

はる みし が たけ の した り な

こじゅんもとねきゆもとはし

たかね さち えかわ さきつか こ

女子２部

優　勝
準優勝
第３位

ダブルス
うち男子：12組
　　女子：13組（ ）
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この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

有料広告 有料広告
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