
　国民体育大会第36回東海ブロック大会が三重県を中心に開催され、全日程を終了しました。本大会へ
の出場権を獲得した競技をお知らせします。
　尚、水泳（競泳、飛込）、陸上、セーリング、レスリング、自転車、相撲、テニスは東海大会の実施は
なし。馬術（自馬競技）は成年男子、成年女子、少年で各１名が本大会への代表となります。

    みえ広域スポーツセンターだより
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〖平成２７年度強化指定運動部・チーム一覧〗

〖国民体育大会第36回東海ブロック大会成績〗

競技名 学校名
男子 女子 陸上競技 多気町松阪市学校組合立多気中学校 男女

四日市工業 松阪商業 水泳競技 紀北町立潮南中学校 女子
宇治山田商業 宇治山田商業 テ　ニ　ス 桑名市立明正中学校 男子

陸上競技（駅伝） 伊賀白鳳 四日市商業 バレーボール 松阪市立久保中学校 男子
サッカー 四日市中央工業 三重 バスケットボール 四日市市立朝明中学校 女子
テニス 四日市工業 四日市商業 ハンドボール 菰野町立菰野中学校 男子

バレーボール 松阪工業 津商業 ソフトテニス 熊野市立有馬中学校 女子
体操（競技） 暁 暁 卓　　　　球 津市立橋南中学校 男子

体操（新体操） 名張 軟式野球 玉城町立玉城中学校 男子
バスケットボール 四日市工業 四日市商業 相　　　　撲 志摩市立磯部中学校 男子

四日市工業 亀山 柔　　　　道 津市立久居中学校 男子
四日市中央工業 ソフトボール 度会町立度会中学校 女子

ハンドボール 四日市工業 四日市商業 バドミントン 伊勢市立小俣中学校 女子
ソフトテニス 三重 三重 剣　　　　道 桑名市立陵成中学校 男子

卓球 白子 白子
馬術 高田 高田

フェンシング 津東 津東 競技名 チーム名
柔道 四日市中央工業 名張 デンソー女子陸上長距離部

ソフトボール 津西 伊勢学園 NTN陸上競技部
バドミントン 暁 皇學館 AGF陸上競技部

弓道 松阪工業 伊勢学園 サッカー 伊賀ＦＣくノ一
ライフル射撃 久居 久居 ホッケー 女子三重クラブ

剣道 三重 鈴鹿 体操 相好体操クラブ
アーチェリー 海星 四日市四郷 ハンドボール 三重バイオレットアイリス
ボウリング 津田学園 津田学園 卓球 エクセディ卓球部

ゴルフ 津田学園 津田学園 相撲 三重県教員
津田学園 津田学園 名鉄乗馬クラブ・クレイン東海

尾鷲 北勢ライディングファーム
四日市中央工業 名張乗馬クラブ

稲生 三重県警察（柔道）
ボート 津 皇學館大学柔道部

ボクシング 久居 剣道 三重県警察（剣道）
いなべ総合学園 ライフル射撃 三重県警察（射撃）

朝明 なぎなた 三重なぎなたチーム
セーリング 津工業

自転車 朝明
軟式野球 高田 競技名 チーム名

相撲 宇治山田商業 レスリング 一志ジュニアレスリング教室
ラグビーフットボール 朝明 水球 三重ウォーターポロスターズ

カヌー 桑名西
銃剣道 皇學館
空手道 川越 競技名 学校名

なぎなた 稲生 硬式野球 いなべ総合学園 男子

高等学校硬式野球特別指定運動部

水泳（競泳）

水泳（水球）

馬術

柔道

レスリング

ウエイトリフティング

高等学校強化指定運動部 中学校強化指定運動部

大学運動部・企業クラブチーム

ジュニアクラブ

競技名
学校名

陸上競技

陸上競技

種目 種別 種目 種目 種別 種目
ボート 成年男子 ダブスルカル ライフル射撃 成年男子 10m S60M･P60M

シングルスカル CP60M CP30M
カヌー 成年男子 K-1（カヤックS） 少年男子 10mS60JM
体操 成年男子 競技 BR S60JM S30JM

少年女子 新体操 少年女子 10mS40JW
なぎなた 成年女子 演技・試合 空手道 成年男子 組手（個人・団体）

少年女子 演技 成年女子 組手（個人・団体）
試合 少年男子 組手（個人・団体）

山岳 成年男子 リード・ボルダリング 少年女子 組手（個人・団体）
少年男子 リード・ボルダリング 形
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詳しいことは、公益財団法人三重県体育協会のホームページをご覧ください。
（http://www.mie-sports.or.jp/home/）

■平成27年度安全登山普及指導者中央研修会（第2回）
目 的  ： 　登山者の指導的立場にある人を対象として、チームの実力に合った安全な登山を実践

     できる知識と技術の取得を目指す。

期 間  ： 平成27年11月6日（金）～11月8日（日）の3日間

会 場  ： 独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所、並びに周辺山域及び雑穀谷岩場

募集コース  ： 【登はん技術研修コース】
        　主に登はん・岩稜を中心とした山行を実践、指導されている方を対象に、岩場等にお
        けるロープを用いた安全確保を中心に、その理論的裏付けと技術を身に付け、指導・
        普及を図るコース。
     【読図・プランニング研修コース】
           主に縦走を中心とした山行を実践、指導されている方対象に、地形図を中心に登山
        計画を立案して、チーム全体を安全に率いる能力を身に付け、指導・普及を図るコー
        ス。GPS所持者については本コースにてGPSを併用した内容の研修を行なう。

応 募 資 格  ： ①　都道府県山岳連盟（協会）・各山岳会（クラブ）のリーダー若しくはリーダー候補者
　  ②　小学校・中学校・高等学校・高等専門学校等の野外活動及び登山（山岳）部の指導者
     ③　大学の登山活動を行うクラブやサークル等の指導者（顧問・コーチ等）・在籍1年以
        上のリーダー・リーダー候補
     ④　都道府県・地区町村教育委員会の野外活動担当者及び地域・職域における登山の指導
        者
     ⑤　その他中高年登山者（中高年安全登山指導者講習会修了者を含む）の指導に携わる者

募 集 人 数  ： 計35名（各コース合計）

日 程 及 び  ： 
内 容

参 加 費 用  ： ①宿泊費 1,500円
     ②食費（6食分） 5,000円 ※行動食は各自準備してください。
     ③傷害保険料 3,000円または4,000円から各自選択
     ④写真代 　930円
     ※①～④は受付時に集金します。なお、金額は変更する場合があります。

申 込 方 法  ： 　所属団体の所属長等（会長、所長、署長、学校長、教育長、クラブ代表等）が以下の
     書類をそろえて参加希望者を推薦し申込をしてください。ただし、中高年安全登山指導
     者講習会修了者は、その修了証をア．と見なします。
     　また、参加希望者が大学生の場合は、所属大学の学長等の推薦者（学生は不可）が申
     込を行ってください。

ア．安全登山普及指導者中央研修会の開催について オ．参加確認書
イ．参加者個人票
ウ．登山経歴書 キ．返信用封筒（推薦者宛）
エ．健康・体力調査票

〖研修会のお知らせ〗

カ．返信用封筒（参加希望者宛）

種目 種別 種目 種別 種目 種別 種目 種別
バスケットボール 少年女子 バドミントン 成年女子 軟式野球 成年男子 サッカー 成年男子
ウエイトリフティング 成年男子 少年男子 ゴルフ 成年男子 女子

少年男子 少年女子 女子 弓道 成年男子
ハンドボール 成年男子 ソフトテニス 成年男子 少年男子 成年女子

成年女子 成年女子 ボウリング 少年男子 剣道 成年男子
少年男子 少年男子 少年女子 柔道 成年男子
少年女子 少年女子 クレー射撃 トラップ 卓球 成年女子

アーチェリー 少年女子 フェンシング 成年男子 スキート
バレーボール 少年男子 ボクシング 少年男子 銃剣道 成年男子

日程 内容 研修場所
受付12:30～　 
開会式、コース別講義、班別研修、班別協議

11月7日(土) 班別研修、コース別研修 登山研修所とその周辺
班別研修、班別協議、全体協議　
閉会式15:30～

登山研修所とその周辺

登山研修所とその周辺11月6日(金)

11月8日(日)
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※申し込み提出書類の様式は、登山研究所のホームページからダウンロードしてください。
（http://www.jpnsport.go.jp/tozanken/syusai/tabid/70/Default.aspx）

申 込 先  ： 独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所
     〒930-1405　富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂6
     TEL：076-482-1212 FAX：076-481-1534

申 込 期 間  ： 平成27年8月31日（月）～9月30日（水）必着

詳しいことは、登山研修所のホームページをご覧ください。
（http://www.jpnsport.go.jp/tozanken/syusai/tabid/70/Default.aspx）

■マンカラリーダー養成講習会
日 時  ： 平成27年9月26日（土）9:30～16:00

場 所  ： 三重県総合文化センター フレンテみえ セミナー室C
     （津市一身田上津部田1234）

参 加 費  ： 無料 普及員認定料 ： 無料

講 師  ： 鈴木 二三彦 先生（マンカラ公認指導者）

講 習 内 容  ： 　数百種類ある遊び方の中から、ベーシックの他、簡単で楽しいから奥の深い頭脳プレ
     イまで、ボードゲーム「マンカラ」の魅力と遊び方、伝え方についてたっぷり学びます。
     受講された方は、普及推進委員として登録認定されます。午後からは大会を行います。
     午前（講習）のみの参加も可能です。

申 込 方 法  ： 　申込書（ホームページより印刷）に必要事項を記入の上、ハガキ・FAX・メールのい
     ずれかの方法で一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局までお送りください。

締 切 り  ： 平成27年9月18日（金）

申 込 先  ： 一般社団法人三重県レクリエーション協会事務局
問 合 せ 先      〒514-0002　津市島崎町3-1　三重県島崎会館内

     TEL：059-246-9800　FAX：059-246-9801　E-mail：mie-rec@ztv.ne.jp

詳しくは、一般社団法人三重県レクリエーション協会のホームページをご覧ください。
（http://www.ztv.ne.jp/web/mie-rec/）

クラブ概要
     でも気軽に健康づくり、仲間づくり、地域づくりにつなげていく。

会 費  ： 中学生以下 1,400円      ２６歳～６４歳 4,350円
     高校生～２５歳 3,350円      ６５歳以上 3,000円

活 動 種 目

     体操、グラウンドゴルフ

連 絡 先  ： 度会郡南伊勢町船越1837-1　五ヶ所体育館みなみいせスポーツネット事務局
     TEL/FAX：0599-66-2009　　　

     硬式テニス、ソフトテニス、海洋少年団、フラダンス、軽スポーツ、フリーピンポン、

■みなみいせスポーツネット

 ： 　硬式野球、陸上、ミニバス、バレー、ソフトバレー、バスケ、サッカー、フットサル、

〖総合型地域スポーツクラブ紹介（南伊勢町）〗

 ： 　いろいろなスポーツを、する、みる、支えることで、世代を超えて好きなレベルで誰

〖講習会のお知らせ〗

平成27年1月1日時点

【発行】みえ広域スポーツセンター 
               三重県地域連携部 スポーツ推進局 スポーツ推進課 企画・地域スポーツ推進班(鈴鹿市駐在) 

        〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669番地（三重交通Gスポーツの杜鈴鹿内） 
        TEL：059-372-3519  FAX：059-372-3518  E‐mail：m-kouiki@pref.mie.jp 
               http：//www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/tiiki/kouiki.htm 

脳科学のスペシャリスト 諏訪

東京理科大学 篠原菊紀先生に

マンカラが脳におよぼす影響に

ついて実験していただいた結果、

マンカラは、特に子どもの発育

発達・高齢者の介護予防によい

影響があることがわかりました。 
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