
炬火・集火イベント 18：00頃
採火したキャンドルの火をトーチに移
し、まつりステージにおいてトーチの
火を一つに集火し「高萩の火」を誕生
させます。

「高萩の火」が誕生した後、炬火名の
発表・命名者の表彰を行います。

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2カ月

いばラッキーＮｅｗｓ♪Ｎｏ.１９

　炬火はオリンピックでいう聖火にあたるもので、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会のシンボルとして両大会
期間中、選手たちを見守ります。各市町村で採火された火は、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会の開会式に
おいて集火され、「いきいき茨城ゆめの火」が誕生します。
　高萩市では下記の日程で炬火イベントを開催します。イベントでは、火おこしにご参加いただける方を大募集しますので、
参加希望の方は当日、おまつり会場国体PRブースまでお越しください。参加は無料です。

高萩市実行委員会公式 

〒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

未来への道　1000ｋｍ縦断リレー2019まもなくスタート！
あした

スポーツのお知らせ

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 》

期　日：6月1日（土）～ 6日（木）
場　所：高萩市民球場・高萩清松高校グラウンド
結　果：優　勝　磯原郷英高等学校
　　　　準優勝　明秀学園日立高等学校
　　　　第3位　日立北高等学校
　　　　　　　　日立第一高等学校

第72回珂北高等学校野球大会

夏休みソフトテニス教室

期　　日：6月2日（日）
場　　所：市民体育館
参加人数：108名（男71名、女37名）
結果

第39回高萩剣道錬成大会

炬火「火おこし体験」に参加しませんか？
きょ か

　5月24日（金）から26日（日）まで、岩手県奥州市で全日本ウエイトリフティング選手権大会が行われました。本大会は日本
最高峰の大会であり、出場権は、各階級の基準記録を突破した上位10名にのみ与えられます。また、国際大会の選考会で
もあり、オリンピアンの三宅宏実選手も出場しました。茨城国体で戦ってくれる茨城選手団も出場し、輝かしい結果を収め
ました。茨城国体は熱い戦いになることは間違いありません。力の限り応援しましょう！

全日本ウエイトリフティング選手権大会で入賞！

【日時】 7月27日（土）　9：00～（予定）
【場所】 第49回高萩まつり会場内国体ＰＲブーステント
【内容】 摩擦熱で火種を作るマイギリ古式方式により
　　　 火をおこし、キャンドルへ採火する。

【火おこし参加方法】
　　　 国体PRブースにて受付。どなたでも参加できます。
　　　 ※参加者にはいばラッキーグッズ進呈

結果 階級 氏　名 所　属 スナッチ ジャーク トータル順位

55kg級

61kg級

81kg級

＋109kg級

女子55kg級

女子59kg級

知念 勇斗（ちねん はやと)

益子 広幸（ましこ ひろゆき）

本田 大智（ほんだ だいち）

野中 雅浩（のなか まさひろ）

安嶋 千晶（あじま ちあき）

内門 沙綾（うちかど さあや）

茨城県競技力向上対策本部

日本大学

茨城県競技力向上対策本部

茨城県競技力向上対策本部

茨城県競技力向上対策本部

茨城県競技力向上対策本部

103kg

110kg

131kg

168kg

76kg

76kg

130kg

146kg

170kg

219kg

100kg

107kg

トータル

233kg

256kg

301kg

387kg

176kg

183kg

第2位

第3位

第5位

第2位

第3位

第3位

　7月24日から8月7日までの15日間、青森から東京まで東日本大震災の被災地を縦断するリレーを開催します。8月
4日には高萩市を通過します。復興への想いを「たすき」でつなぐランナーサイクリストたちへの応援をお願いします。
　ＳＮＳで「♯1000ｋｍリレー」を付けた応援メッセージも募集中です！
※詳細は、公式ホームページをご覧ください。1000ｋｍ縦断リレー概要はＨＰで http://www.1000km.jp/

1000ｋｍ縦断リレー参加者事務局　☎03-3451-6170（平日10：00～17：00）

期　　日：7月23日（火）、25日（木）、30日（火）
　　　　　8月1日（木）、6日（火）、8日（木）
　　　　　午前9時～ 12時まで。3時間／ 1日
場　　所：高浜スポーツ広場テニスコート
対 象 者：小・中学生及び社会人
　　　　　（原則、市内住居者又は通勤通学者）
参 加 料：1,000円／ 1人（傷害保険料等）
申込期間：7月6日（土）～18日（木）
申 込 先：高浜スポーツ広場窓口へ
　　　　　（窓口に備え付けた所定の用紙に記入して

ください。）
問合せ先：高萩市体育協会ソフトテニス連盟会長　
　　　　　滝田　一雄　☎090-6497-5224

第47回高萩市長杯争奪
軟式野球大会
期　　日：8月25日から9月15日までの毎週日曜日
　　　　　※雨天順延
会　　場：高萩市民球場　他
対 象 者：市内在住、在勤者で監督を含め
　　　　　25人以内で編成
　　　　　（市外・学生は4名まで可）
参 加 料：7,000円／ 1チーム
申込期間：7月5日（金）～12日（金）
申 込 先：市民体育館窓口へ
　　　　　（窓口に備え付けた所定の用紙に記入して

ください。）

1・2年の部

3・4年の部

5・6年の部

男子の部

女子の部

男子の部

小学生

中学生

高校生

遠藤　羽雪

佐藤　紬

松崎　亜美

有馬　響

緑川　瑠夏

菅野　昭真

さ とう つむぎ

まつ ざき あ み

あり ま ひびき

みどりかわ る か

すが の しょう ま

えん どう は ゆき

部　門 優勝者

結果

募集
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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
7 市報たかはぎ　2019.7　


