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今年高校や大学を卒業す

シャイな笑顔

２０１５ 精いっぱいを

❤笑顔でつながる幸せ❤

今年も沢山の選手の皆さ
る子、来年に向けて練習を
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んや役員の皆さんから、エ
続ける子、どんな環境に向

に生まれ育った事に、誇り

北に、そして『ふくしま』

どうかこの子たちが、東

『笑顔が幸せの第一歩』

『自分を信じる』

『震災を言い訳にしない』

持って欲しい！

かうとしても、希望や夢を

ネルギーを山ほど！いや海
ほど？うーんとにかく『い
っぱい』頂きました。
シーズン終盤の和歌山国
体は、ワクワクドキドキの
連続でした。スタンドから
泳ぐ姿を見ていると、それ
ぞれの一生懸命さが心にド
おかげで私は、目から水が

を持って堂々と生きて欲し

山口博文

スポーツクラブで水泳に親し
み、マスターズ大会等へ参加。
何よりも、娘二人の同クラブで
の水泳選手活動に、私自身大い
に刺激を得、再び水泳熱が高ま
りました。そして、水泳指導員
の資格、競技役員の資格を取得
しました。小学校の指導、梁川
町の水泳教室など。地域での水
泳指導の機会を数多く与えて頂
きました。
あれこれと、過去のことを思
い出しているうちに、列
車は和歌山駅に到着しま
した。記念すべき「有功
章」の表彰式と国体
会場での福島県選手
への応援。慌ただし
い二日間でしたが、
感謝の旅でした。

県北水泳連盟
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今年の国体開催地和歌山におい
て、日本水泳連盟鈴木大地会長（当
時）より有功章を頂きました。あ
りがとうございます。県水連の皆
々様方のおかげと感謝申し上げま
す。
九月十二日、福島から和歌山へ
新幹線と在来線を乗り継いだ約五
時間半の長旅でした。車中、私の
人生における水泳のページを振り
返りました。
昭和三十年代前半の少年時代。
夏休みの間は、毎日、近くの川（須
川）で、泳いだり、魚を釣ったり
で一日を河童のごとく過ごしまし
た。中学校は水泳部へ。高校は学
法福高ですが、昭和三十年代後半、
今は亡き祓川博夫先生に水泳指導
を受けました。新任教員で水泳部
顧問の先生は、教壇では温厚で優
しく、プールサイドでは、一変し
て厳しかったです。残雪の消えな
い早春の三月に、氷水のプールで
気合いを入れて泳いだことも思い
出されます。
私は高校卒業後、東京へ、大学、
そして、郵便局への就職。十年間
の東京暮らしをして、後に、Ｕタ
ーン転勤で、再び、地元での生活。
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この時は鈴木大地会長でした
（現スポーツ庁長官）

リ レーエッセィ

ーンと伝わってきました。
ジワッーと出て、時々目の

い！と願うばかりです。
『笑顔』は世界中どこへ

前がぼ やけてし まいま し
た。みんな小さい時から練

行っても通訳なんていらな
みんな『笑顔』でいようね。

いよ！

習を頑張り続け、スランプ
や悩みを自分で乗り越え、
今日に至ってます。まだま
だ、試練は続くと思います
が、みんないい笑顔です。
表彰台に上がった子も、そ
うでない子も、自分に出来
る『今』を頑張りました。
それが一番嬉しいです。
「みんなに金メダルあげた
い！」

選手、コーチ、スタッフ、それぞれが頑張った わかやま国体
国分選手50m自由形２位
１００ｍ自由形も６位入賞

ありがとう
誇らしい笑顔

編集：広報委員会
発行責任者：壱岐ひろみ

入賞おめでとう！

２０１５

※東北高新 ◎県新記録 ○県高新 ★ベスト

服部・寺田・国分 表彰台へ

51.20※○★
51.44）★

寺田 拓未(高３)
３位 200mバタフライ
1:58.80
（予選３位 2:00.31)
少年Ａ 女子
国分 香奈(高２)
２位 50m自由形
（予選２位
６位 100m自由形

第７０回国体総合成績
天皇杯（男女総合）

２４位 ３２点

皇后杯（女子総合）

２２位 ２０点

「躍動と歓喜、そして絆」
のスローガンのもと和歌山
で国体が開催されました。
今年は選手選考が難航し、
どのようなメンバーが組め
るのか監督やスタッフは悩
ませられましたが、そこに
は今年もいろいろなドラマ
が待っていました。
盤石な強さを示した寺田
選手。入賞は当たり前とい
う期待をいつも飄々と受け
止めていますが、ファイン
ダーの向こうのゴールした
背中が悔しさを物語ってい
ました。
また、あと一歩！そんな
結果も多くありました。大
学生陣、そしてリレー種目。
決勝進出の壁はほんの少し、
でも厚い。記録を更新して
意識が向上してもなかなか
越えられないところに勝負
の厳しさがあります。

少年Ａ 男子
服部 翼(高３)
３位 100m自由形
（予選３位

紀の国わかやま国体

26.29
26.23)東北新タイ
57.26★

男子競泳予選
※東北高新◎県新記録 ○県高新★ベスト
成年 遠藤 太陽(大４)
10位 400m自由形

「悔」

守永 隆（大３）
17位 100m背泳ぎ
少年Ａ 服部 翼(高３)
10位 400m自由形

そして、復活劇。服部選
手や國分選手の入賞には胸
が熱くなり、こぼれ落ちる
涙を抑えることができませ
んでした。どの選手も順風
満帆に行くわけではありま
せんが、山あり谷あり、中
学時代から今までを振り返
ると、つい感傷的になって
しまう自分がいました。
（年
を取ると涙もろくなるもの
です）選手の思い、監督や
スタッフの思い、一つのレ
ースのためにチームは一つ
になる。
初参加の選手も、常連組
も…チーム福島としてそれ
ぞれに頑張った三日間でし
た。

「挑」

女子競泳予選
◎県新記録 ○県高新
成年
小松 桃子(大２)
17位 100m自由形

★ベスト

57.80

4:00.52★

4:33.41

服部・加藤・寺田・安部
10位 800mフリーリレー
7:39.39◎○
第一泳者・服部1:51.38※◎○★
加藤・安部・寺田・服部
14位 400mメドレーリレー
3:51.10
少年Ｂ 菊地 奏(高１)
27位 50m自由形

25.31

戸田 和弥(高１)
28位 100m自由形
16位 400m自由形

54.50
4:07.28★

渡邊 周斗(高１)
19位 100m平泳ぎ

1:06.90

吉田 拓実(高１)
14位 100mバタフライ

57.03

57.89

少年Ａ 国分・高木・星野・宍戸
13位 400mフリーリレー 3:55.87◎○
第一泳者・国分57.33★

27.36

戸田・菊地・吉田・木村
16位 400mフリーリレー
3:37.73

金澤昭恵（いわき）

そして最後に、昨年に引
き続きトレーナーとしてチ
ームを支えてくださった国
分先生を記せずにはいられ
ません。大会会場はもちろ
んのこと、毎晩就寝時間を
過ぎてもマッサージなど選
手のケアをしてくれました。
ご自身の休む時間や入浴時
間を削っても。福島へ足を
運んで指導もしてください
ました。感謝感謝です。

少年Ｂ 山崎 千帆(中３)
18位
50m自由形

加藤 樹(高３)
11位 400m個人メドレー

3:54.82◎
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木村・渡邊・吉田・戸田
12位 400mメドレーリレー 3:57.55
第一泳者・木村1:01.36★

飛込
西川 友章
９位 成年男子飛板飛込 360.30
飛込

いつだって
心はひとつ

チ ー ム 福 島

闘いの後、おつかれさま

エピソードⅢ
和歌山は、徳川吉宗の出
身地。馬にまたがる銅像が
ありました。シャトルバス
の中からしか見られません
でしたけれど。
宿舎のある加太（かだ）
は毎日釣り人が集まってい
ました。平日なのになんで
毎日こんなに？と。小鯛、
黒穴子、鰺などなど海産物
はたくさんあれど、選手団
は生ものは食べられず・・
和歌山ラーメン食べました。
あしからず・・。あっ、鯨
なんかもあったようです。（笑
い）

今回、初めて全国大会の役
員として参加し、とても貴重
な体験をさせて頂きました。
全国大会を運営する日本水
泳連盟の方々は、さぞ厳格で
きびしいのだろうと緊張しな
がら参加しました。
最初の役員会で鈴木浩二役
員長から脅されるような話が
あり、恐る恐る役員の仕事に
行きましたが、一列に並び会
場に入場するといつもと変わ
らない風景が目の前にあり、
いつもと変わらない自然な動
きで審判をしていました。
改めて、現在福島県で行わ
れている各種大会の競技運営
が、全国レベルの運営をして
いるのだと再確認することが
できました。
２日目以降は、だいぶ心の
余裕もでき、大会全体の役員
の動きにも目がいくようにな
りました。全国から勝ち進ん
だ最高の選手達に最高のおも
てなしができる細かい配慮が
至る所に見られ、感心しまし
た。まずは、自分たちの地区
大会から全国と同じおもてな
し（競技運営）ができるとい
いなと思っています。
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真一郎

日塔

いわき水泳連盟

全国中学校体育大会に参加して

エピソードⅠ
会場は和歌山市の中心部
にありましたが、宿舎は外
れも外れ、半島の先端「加
太（かだ）
」という港町でし
た。コンビニもなく、必需
品は会場近くで調達しなけ
ればいけないし、選手移動
のシャトルバスも行きと帰
り二便ずつという感じで…。
（誰も大変と言う言葉は発
しませんでしたけどね）

エピソードⅡ
大会前日は茨城で大雨災害
があった日。選手や監督及
びコーチ陣は無事現地入り
しましたが、Ｋ氏は大雨の
直撃を受け、常磐線で足止
め。二時間遅れで入りまし
た。二時間で良かった。選
手応援のために自動車で移
動した保護者は、関東圏内
がすべて通行止めで、北信
越経由で和歌山入り。夜中
に会場に並んだとか…。そ
ういう支援があってこその、
ですね。

ウマッ！

女子Ａ４００ｍリレーチーム

成年４００ｍ自由形２レーン
遠藤選手も県新の力泳
県新！

控え室は地下駐車場
全県の顔を見る事ができた

