平成２５年度高島市体育協会事業報告
＝取組み＝
少子高齢化や核家族化の進行などによる地域連帯感の希薄化や結束力の低下
が進んでいます。このように社会状況が変容するなか、誰もが健康であり続け、
健やかで心豊かに生活できる健全な地域社会築くことは市民の願いであるとと
もに、重要な課題となっています。
こうした中で、高島市体育協会においては、市内のアマチュアスポーツを統
括する団体として、競技スポーツに加えて、市民の健康増進のための生涯スポ
ーツの拡大、充実を図り、ひとづくり、まちづくりの一役を担うことにより地
域活性化、心身の健康と保持増進、市民医療費の削減に貢献できる団体として
行政をはじめ、加盟団体等との協働連携により、高島市のスポーツ振興に努め
ました。
とりわけ、昨年９月１５日～１６日にかけ高島市に甚大な被害をもたらした
台風１８号で被災された地域に、いち早くボランティアとして赴き地域との絆
を深めることができました。また本年度開催の武道・武術演武会においては「平
成２５年滋賀県台風１８号災害義援金」の募集をおこなって戴き、市民皆さん
からの温かい善意を滋賀県共同募金会をつうじ被害地域への見舞金として配分
願いました。
平成２５年度の主な取組みとしては、高島市体育協会表彰規程の全部改正を
行う中で、高島市民体育大会総合開会式において表彰基準に沿い、生涯スポー
ツ賞２名、体育振興奨励賞５名、優秀選手賞２団体２５名、記録賞１名の方々
に授与させて戴きました。この中で、特に、小・中学校および高等学校からは、
児童、生徒にとって大きな励みになるとの声を戴きました。
また、久しく参加することがなかった「滋賀県民駅伝」にも高島チームとし
て出場戴くとともに、新たに当協会にボート部が加盟され延べ３６団体となり
体制の強化が図れるに至りました。
なお、昨年度の評議員会議において提案のありました当協会のホームページ
の作成については、加盟団体等の資料提供をお願いする中で開設することがで
き、広く市民の皆さんに各種のスポーツ大会や事業への参加について呼び掛け
をおこなうとともに、当協会の取組みについて広く周知することができました。

【 会
議 】
〔理 事 会〕
平成２５年度高島市体育協会第１回理事会
平成２５年４月１５日(月) ２０：００～２１：３０ 安曇川総合体育館
〈議事案件〉
・平成２４年度高島市体育協会事業報告（案）について
・平成２４年度高島市体育協会収支決算（案）について
・平成２５年度高島市体育協会理事長、副理事長の選任について
・平成２５年度高島市体育協会事業計画（案）について
・平成２５年度高島市体育協会収支予算（案）について
・高島市体育協会事務局の位置について
・高島市体育協会表彰規程（案）について
・新規競技団体の加盟申請について
〈その他〉
・平成２５年度高島市体育協会評議員について
・第９回高島市民体育大会（夏季大会）について
・高島市体育協会表彰者の推薦について
・平成２５年度高島市体育協会補助制度について
・平成２５年度高島市体育協会加盟団体会費について

〔評議員会〕
平成２５年度高島市体育協会第１回評議員会
平成２５年４月１７日(水) ２０：００～２２：００ 安曇川公民館
〈議事案件〉
・平成２４年度高島市体育協会事業報告（案）について
・平成２４年度高島市体育協会収支決算（案）について
・平成２５年度高島市体育協会役員体制（案）について
・高島市体育協会監事の選出について
・平成２５年度高島市体育協会事業計画（案）について
・平成２５年度高島市体育協会収支予算（案）について
・高島市体育協会事務局の位置について
・高島市体育協会表彰規程（案）について
・新規加盟団体の加盟申請について
〈その他〉
・第９回高島市民体育大会（夏季大会）について

・高島市体育協会表彰者の推薦について
・平成２５年度高島市体育協会補助制度について
・平成２５年度高島市体育協会加盟団体会費について
〔事務担当者会議〕
平成２５年４月１９日(水) ２０：００～２２：００ 安曇川公民館
〈協議事項〉
・第９回高島市民体育大会（夏季大会）について
・高島市体育協会表彰者の推薦について
・平成２５年度高島市体育協会補助制度について
・平成２５年度高島市体育協会加盟団体会費の納入について
〔高島市体育協会表彰者選考会〕
平成２５年５月１０日（金） １６：００～１８：００ 安曇川総合体育館
三役 副理事長
生涯スポーツ賞２名、体育振興奨励賞５名、優秀選手賞２団体２５名、
記録賞１名を選考
〔体育協会加盟団体情報交換会〕
平成２６年１月２７日(金) １８：３０～２１：００
〈参加者〉２４競技団体：４３人

寿光苑

【主な事業】
① 第９回高島市民体育大会
夏季大会

参加者数：１６９９人（選手）
３８４人（役員）
開催日 平成２５年５月１４日(火)～７月１３日（土）
総合開会式 平成２５年５月１９日（日）安曇川総合体育館

開催競技数 ２２競技
開催場所 安曇川総合体育館他１８会場
陸上競技
４５人 今中グラウンド
６/１６
軟式野球
３８０人 今津スタジアム他
５/
１８～６/１６
バレーボール
１００人 安曇川総合体育館
５/２６
ソフトテニス
４５人 森林スポーツ公園
６/
２３
卓球
９５人 安曇川総合体育館
５/２６
バスケットボール
７０人 安曇川総合体育館
６/
１６

剣道
柔道
バドミントン
銃剣道
ソフトボール
サッカー
ハンドボール
ボウリング
空手道
ゲートボール
硬式テニス
ゴルフ
グラウンドゴルフ
クレー射撃
太極拳
少林寺拳法
冬季大会

６５人
２５人
６８人
４０人
４０人
５０人
４５人
２５人
４９人
１００人
４０人
３０人
３０１人
１０人
２８人
４８人

新旭武道館

６/
２

安曇川総合体育館

６/
９

高島中学体育館

６/１６

今津東小学校体育館

５/
２６

マキノ中学グラウンド ６/２
梅ノ子運動公園

６/
１６

安曇川総合体育館

７/１３

長浜スプリングレーンズ ６/１６
新旭体育館

６/
２３

今津総合運動公園

６/９

今津総合運動公園

５/１９

朽木ゴルフ倶楽部

６/２９

マキノ高原グラウンドゴルフ場 ５/
１４

岐阜県揖斐町

６/２

安曇川総合体育館

５/
１９

新旭武道館

６/
３０

開催日 平成２６年２月２２日（土）
開催場所 箱館山スキー場
開催場所 箱館山スキー場
参加人数 選手１３８人（小学生７０人 中学生４９人 一般１９人）
役員３６人

② 第６６回滋賀県民総スポーツの祭典 県民体育大会の部
総合開会式
平成２５年８月３・４日（基準日）夏季大会
平成２６年１月２５日・２月１５日 冬季大会
派遣選手数
２８種目：３５６人
陸上競技：８人 サッカー：１６人 硬式テニス：１５
人 バレーボール：２３人 バスケットボール：２７人
ハンドボール：１９人 ソフトテニス：２４人
卓球：１２人 軟式野球１５人 柔道：１８人
ソフトボール：３０人 バドミントン：２２人
剣道：１２人 空手道：４人 銃剣道：９人
クレー射撃：６人 ボウリング：８人
少林寺拳法：４人 ゴルフ８人 グラウンドゴルフ：２４
人 ゲートボール：６人 武術太極拳：６人

スキー：７人
※ライフル射撃：５人 ビーチバレー２４人
スポーツ拳法３人 自転車１人
※市内開催競技
銃剣道（新旭体育館） ウエイトリフティング（総合運動公園）
高島選手団成績（郡市対抗順位）
高島市９/１６位 得点４１．33点（前年度：１０/１６位）
※詳細は別紙１のとおり

③第５７回滋賀県民駅伝競走大会
開催期日：平成２５年１１月１６日（土）
開催会場：希望が丘文化公園特設コース
派遣選手数：９人
成績：６位（８市中）
④第６８回国民体育大会
スポーツ祭東京2013 滋賀県選手団
開催期日：平成２５年９月２８（土）～１０月８日（火）
開催会場：東京都練馬区立総合体育館他
派遣選手数
８種目：１４人
陸上

水泳（競泳）セーリング

ソフトテニス

銃剣道

ウエイトリフティング

ハンドボール

ゴルフ

滋賀県選手団成績・・・天皇杯：４０位（前年３２位）
皇后杯：２７位（前年２９位）
高島選手団成績・・・・詳細は別紙２のとおり
⑤第６９回国民体育大会
冬季大会 滋賀県選手団
開催期日：平成２６年２月２１（金）～２月２４日（月）
開催会場：山形県山形市蔵王
派遣選手数（高島市）
６人(成年) ５人（少年男子） ５人（少年女子）
※ジャイアントスラローム４人 クロスカントリー１２人
滋賀県選手団総合成績・・・男子総合成績：２３位
女子総合成績：１８位
高島選手団成績・・・・詳細は別紙３のとおり

⑥全国大会等の出場
第２８回全国選抜ゲートボール大会
開催期日：平成２５年６月１日(土)～２日（日）
開催会場：栃木県日光市
派遣選手：高島市ゲートボール協会「高島健友」
予選リーグ敗退（０勝３敗）
全国レディース卓球大会
開催期日：平成２５年８月２日(金)～４日（日）
開催会場：京都府立体育館
派遣選手：団体の部：湖西卓研（小川弘子 後藤幸子）
2013少林寺拳法世界大会ｉｎ Ｏｓａｋａ Ｊａｐａｎ
開催期日：平成２５年８月２４日(土)２５（日）
開催会場：大阪市民体育館
派遣選手：マスターズの部：（磯部亜紀 大西恭子）
平成25年度全日本卓球選手権大会（マスターズの部）
開催期日：平成２５年１０月２５日（金）～２７日（日）
開催会場：鹿児島アリーナ
派遣選手：横井貫二
⑦市民スポーツ月間の取組み
１０月を“市民スポーツ月間”と位置付け、加盟団体による運動会・球技大
会・イベント等を開催戴き、広く市民の皆さんに、スポーツに取り組むきっ
かけづくりとした。
※実施事業
・第４回市民サッカーフェスティバル（サッカー協会）
・バスケットボールフェスティバル（バスケットボール協会）
・高島市ボウリング選手権大会（ボウリング協会）
・高島市武道・武術演武会（剣道連盟・銃剣道連盟・少林寺拳法協会・空手道連盟・太極拳連盟）
・第６回高島市軟式野球連盟会長杯軟式野球大会（軟式野球連盟）
・おでかけウォーキング（マキノ地域体育振興会）
・ソフトバレーボール大会（安曇川地域体育振興会）
・ガリバーウォーキング（高島地域体育振興会）
・ノルディックウォーキング（ＮＰＯ法人ＴＳＣ）

・２０１３びわこ高島栗マラソン（びわこ高島栗マラソン実行委員会）

⑧加盟団体企画事業
２５加盟団体
交付額：４９４，７６５円
○バドミントン協会
2013ＴＢＡ新旭大会
○剣道連盟

１００人

４月２１日 新旭体育館

第６回高島市文武両輪剣道錬成大会

１７０人

７月２１日

高島市武道・武術演武会 ２５人

１０月６日

新旭体育館

新旭体育館

○バレーボ－ル協会
第６回バレーボールカーニバル

１７０人

１２月１・８日 安曇川総合体育館他

○硬式テニス協議会
第９回高島テニスカーニバル ８０人

１０月１４日

今津総合運動公園

○グランドゴルフ協会
第３回高島市長杯グランドゴルフレディース大会 １２０人 梅の子運動公園

○ＮＰＯ法人ＴＳＣ
ＴＳＣ野球教室

２７人

１２月１５日 今津総合運動公園

○サッカー協会
第４回高島市サッカーフェスティバル

６５人 １１月１７日

梅の子運動公園

○卓球協会
第８回高島市卓球選手権大会 ２４０人 ８月３１日～９月１日 安曇川総合体育館

○バスケットボール協会
２０１３バスケットボールフェスティバル

２００人

１１月２４日

勤労者体育館他

○銃剣道連盟
高島市武道・武術演武会

１４人

１０月６日 新旭体育館

４５人

１０月６日 新旭体育館

○空手道連盟
高島市武道・武術演武会

○ウエイトリフティング協会
第１５回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 ３０人
７月１９～２１日 スパーク今津

○太極拳連盟
高島市武道・武術演武会

１０人

１０月６日 新旭体育館

○ボート協会
第８回今津レガッタ １００人

８月１８日

今津中浜～市が崎沖合３００ｍ

○マキノ地域体育振興会
おでかけウォーキング

５０人

１１月２４日 近江八幡

○今地地域体育振興会
第５回今津町ビーチボール愛好会競技大会 ５０人１０月２８日

今津勤労者体育センター

○いまづジョイナスクラブ
いきいき健康教室 １５人 ９月１３日（毎週火・金）

今津東コミセン

○Ｅｎｊｏｙマキノ
マキノ球技大会

２００人 ５月１９日

マキノグラウンド 土に学ぶ里センター

○ゲートボール連絡協議会
親善ゲートボール大会 １００人

７月１日 サンルーフ今津

○朽木地域体育振興会
朽木地域バレーボール大会

１００人

７月１２日 朽木小中体育館

○軟式野球連盟
第６回高島市軟式野球連盟会長杯軟式野球大会
９０人

１０月２７日

今津スタジアム

○ボウリング協会
高島市民ボウリング大会

１４人

３月１６日大津ボウル

６０人

１０月６日 新旭体育館

○少林寺拳法協会
高島市武道・武術演武会

○高島地域体育振興会
元旦走ろう会

１９７人

１月１日 高島市拝戸 水尾神社

○スキー協会
スキー初心者講習会

１１人 ２月２２日

箱館山スキー場
※交付額０円

○安曇川地域体育振興会
安曇川町民ソフトバレーボール大会 ３１人

⑨加盟団体活動支援事業
・３３加盟団体に補助
・交付額：７９７，８１０円

１０月２７日 安曇川総合体育館

（固定分：660,
000円

加算分13
7,810円）

⑩高島市武道・武術演武会
開催期日：平成２５年１０月６日(日)
開催会場：新旭体育館
参加団体：高島市少林寺拳法協会５０名 高島市銃剣道連盟１５名
高島市空手道連盟４５名 高島市剣道連盟２５名

高島市太極拳連盟２０名
【その他事業】
① 2013びわこトライアスロン＆ちびっこチャレンジin高島
開催日 平成２５年７月7日（日）
会 場 高島Ｂ＆Ｇ海洋センターおよび周辺
参加者 選手：一般１８３人
小学生１４７人
※市内参加者：一般８人 小学生５人）
※遠方：横浜市 東広島市
役員
３００人（内体協ボランテイア６０人）
② 2013びわ湖高島栗マラソン大会
開催日 平成２５年１０月２０日（日）
参加者 選手： １８４３人（申込２４５１人）
・ハーフ：男子８０７人 女子１５８人
・クォーター：男子２８４人

女子２０１人

・２ｋｍ：９６５人

役員：２７１人（内体協ボランテイア７１人）
③ 激励金授与
○第２８回全国選抜ゲートボール大会 Ｈ25.6.1～6.2 於栃木県日光市
「高島健友」
○西日本軟式野球大会 Ｈ25.6.28 於長崎県佐世保市
「タカラベースボールクラブ」
○第３６回全国レディース大会（卓球）Ｈ25.8.2～8.4 於京都市
「湖西卓研」
○平成25年度全日本卓球選手権大会（マスターズの部）
Ｈ25.10.25～10.27 於鹿児島市
○第６８回国民体育大会 スポーツ祭東京2013 Ｈ25.9.28～10.8於東京
ウエイトリフティング（１名） ハンドボール（１名） 銃剣道（２名）
○第６９回国民体育大会 冬季大会（６名） Ｈ26.2.21～2.24 於蔵王
④ 高島市体育協会表彰
〈生涯スポーツ賞〉
三宅 武（ゲートボール連絡協議会）

下司和之（少林寺拳法協会）

〈体育振興奨励賞〉
三矢善治（少林寺拳法協会） 池田計巳（剣道連盟） 三田村新一（剣道連盟） 三宅明（高
島地域体育振興会）
山本良治（グラウンドゴルフ協会）
〈優秀選手賞〉
小林夏美（銃剣道連盟） 平田秀幸（銃剣道連盟） 小林翔（銃剣道連盟）岡本共平（銃剣道
連盟）
古谷一真（銃剣道連盟） 高尾卓矢（銃剣道連盟）平田悠朗（銃剣道連盟） 高島高
等学校剣道部（剣道連盟） 中里梨花（ウエイトリフティング） 中原あかり（スキー） 白
井優希（スキー） 京谷真琴（水泳） 吉本龍斗（ゴルフ） 吉本ひかる（ゴルフ） 真
鍋縁（ウエイトリフティング） 日置悠介（スキー） 渡邊吉範（ウエイトリフティング） 北
尾天高（ウエイトリフティング） 大塚和（ウエイトリフティング） 兼田亮哉（ウエイトリフテ
ィング）
清水美咲（陸上） 堀田百恵（陸上） 立花大和（陸上） 東山知弘（陸上）
高島高等学校陸上部
〈記録賞〉
奥村鮎（陸上：県中学校夏季総合体育大会 女子四種競技県新記録）

