
平成 11 年度 富山市春季総合競技大会 決意表明 

サッカー部 / 部長 山下 祐 以下 選手 20 名 

こんにちは、サッカー部です。僕たちサッカー部は、先輩方が行けなかった県大会へ行き、北信越大会に出場するこ

とと、秋季，冬季大会の屈辱を晴らすのが目標です。そのために、新しい顧問の京先生の指導のもと、練習を一生懸

命し、チームワークを高めてきました。その成果はすごい物であり、今までの奥中より実力がぐんと上がったような

気分です。この成果を十分に発揮し、県大会へ行き北信越までコマを進みたいと思うので、応援のほうお願いします。 
 

野球部 / 部長 河内 昭徳 以下 選手 15 名 

僕たち野球部は、この春季総体に向けて、日々努力してきました。野球部は、秋季大会，横浜大会で良い結果が出せ

ませんでした。特に横浜大会で負けた後は、とてもくやしい思いをしました。そのくやしさをバネに練習にまじめに

取り組み、この前開かれた長野の大会で見事優勝することができ、自信がつきました。自分たちはやればできると 
確信することができました。だから、絶対に春季総体では優勝したいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。 
 

ソフトボール部 / 部長 増山 朋美 以下 選手 12 名 

私たちソフトボール部は、今まで人数が足りなくて、大会に出ることができませんでした。でも今年は、新しく部員

が増えたので、試合に出ることができるようになりました。大きな大会出るのは久しぶりなので、みんな緊張する 
かもしれませんが、今までの練習の成果を出し切るつもりで精一杯頑張りたいと思います。まずは、初戦突破を目指 
そうと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。 
 

ハンドボール部 男子 / 部長 稲垣 徹 以下 選手 15 名 

こんにちは、男子ハンドボール部です。春季大会の目標、それは一試合、一試合確実に勝っていくことです。 
「必ず勝って優勝してやる」という心にとらわれず、今までの練習の成果を出し、悔いのないよう頑張りたいと 
思います。もちろん、これが最後なので勝ちたいと思っています。どうぞ、応援よろしくお願いします。 
 

ハンドボール部 女子 / 部長 佐藤 寛子 以下 選手 15 名 

私たち女子ハンドボール部15名は、この春季大会のために、毎日遅くまで練習をしてきました。私たち3年生に 
とって最後の大会にならないように、精一杯プレーし地区大会を目指したいと思います。そのために、私たちの 
チームワークの良さ、練習の成果を生かして頑張ります。みなさん、応援よろしくお願いします。 
 

陸上部 男子 / 部長 桧谷 健一 以下 選手 18 名 

僕たち陸上部男子は、この富山市春季総体のために、雨の日も風の日も部員一同、一致団結になり日々努力して 
きました。この大会は、3年生にとって残り少なくなった試合ですから3年一同は今までよりも、より気合に 
満ちあふれております。さっきも言いましたが、3年生は残り少ない試合なので、自己Bestを出せるように 
頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いします。 
 

陸上部 女子 / 部長 石動 静香 以下 選手 21 名 

私たち女子陸上部21名は、今年も春季総体に向けて今最後のラストスパートをかけています。特に3年生は引退 
間近ということもあって、その気合の入れようは並みではありません。ほとんどが個人種目の陸上競技で、自分たち 
1人1人の記録に満足できるような大会にしたいと、ここにいる全員がそう願っています。1分1秒に勝つために、 
私たちは全力でぶつかっていくつもりです。女子陸上部の応援をよろしくお願いします。 



ソフトテニス部 男子 / 部長 舟竹 渉 以下 選手 10 名 

我々男子ソフトテニス部は、まずは1勝することを目標としていましたが、今は県選抜大会出場を目指して夏休み、 
冬休み、春休みの部活動、そして毎日の部活動に汗を流し、一生懸命練習に取り組んできました。この春季総体では、 
これまでの練習の成果を十分に発揮して、市大会、地区大会を勝ち抜いて県選手権大会に出場し、悔いの残ら 
ない大会にしたいと思います。 
 

ソフトテニス部 女子 / 部長 細川 真那未 以下 選手 11 名 

私たち女子ソフトテニス部は、毎日の練習を頑張って、この春季総合競技大会に臨んできました。去年の春季大会 
では2年生が個人の3位というすばらしい成績を残すことができました。3年生にとって最後の大会なので、 
私たちもよい試合ができるように頑張っていきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いします。 
 

バドミントン部 男子 / 部長 舟見 英樹 以下 選手 9 名 

僕たち、男子バドミントン部は、春季総体に向けて毎日一生懸命、部活動に取り組んできました。3年生にとっては 
最後の大会なので、毎日の部活動での成果を充分に発揮して、絶対に悔いの残らぬよう頑張りたいと思います。 
春季総体で全国優勝するためにも、残された時間を大切にして、気持ちを高めていこうと思います。大人になっても、 
ずっと忘れられないような最高の試合にしたいと僕たちは思っています。皆さん、応援よろしくお願いします。 
 

バドミントン部 女子 / 部長 佐藤 千晶 以下 選手 12 名 

今回の春季総体で、私たち3年生にとって最後の試合となります。私たちは、1つでも多くの試合に勝ちたいという 
思いを目標として、毎日の練習に励んできました。試合が1日1日と近づくにつれ、部員も一生懸命厳しい練習 
にも耐えてきました。そんな毎日の練習の成果をこの春季大会で充分に発揮し、そして選手一同が自分の納得のいく 
プレーができたらいいと思っています。私たち女子バドミントン部は、全力を尽くしてこの大会に臨んでいきたいと 
思います。 
 

バスケットボール部 男子 / 部長 大久保 徹彌 以下 選手 14 名 

僕たちバスケットボール部は、春季大会に向けてつらい練習も乗り越えてきました。特に3年生は最後の大会という

ことで、心を一つにして頑張ってきました。強かった先輩たちに、少しでも近づくように頑張りたいと思います。そ

して部員全員がしっかりまとまり、今まで練習してきたことを十分に発揮できるように頑張ります。今まで以上の成

績をあげて来たいと思っているので、応援よろしくお願いします。 
 

バスケットボール部 女子 / 部長 道野 早紀 以下 選手 15 名 

我が女子バスケットボール部の選手を紹介します。 
4番 道野早紀 5番 大内瑞木 6番 高井陽子 7番 美濃ときえ 8番 相馬麻理 9番 柴田麻衣子 
10番 松田あつみ 11番 荒石ゆう子 12番 小岸華奈子 13番 中野聖子 14番 布村あや奈 15番 黒瀬このみ 
16番 窪田弘美 17番 松本未由 18番 水野ゆみ の選手15名です。 
毎日の部活動は決して楽しいことばかりではありませんでした。しかし、つらい練習を乗り越えて、誰よりも練習し

たということが大きな自信になります。その自信と闘志を持って、今年は6年連続県大会出場を目指します。 
 

バレーボール部 女子 / 部長 長谷川 陽子 以下 選手 12 名 

こんにちは。部員 17 名の女子バレーボール部です。新しい顧問の先生、畑先生がこられ、練習メニューも変わり、

練習はとてもキツイですが、みんなで仲良く楽しくやっています。試合では、みんなで声を掛け合い、励まし合い、

心を一つにして頑張っています。3年生にとってはこれが最後の試合になるので、心に残るようなプレーを 
して来たいです。 



卓球部 男子 / 部長 荒屋 賢治 以下 選手 8 名 

僕たち卓球部は今まで、不覚にもよい成績を残すことができませんでした。しかし、これまでの屈辱感を勝利の喜び

に変えるために練習に励んできました。今年からは部員も増え活気付いてきました。また、今までの試合での悔しさ

をバネに闘ってこようと思っています。3 年生にとっては最後の試合です。ぜひ、思い出に残るような試合をしてき

たいと思います。 
 

卓球部 女子 / 部長 紋川 亜希 以下 選手 8 名 

私たち女子卓球部は、ほとんど大会では勝ったことがありませんでした。いつも、だらだらしてまじめに取り組まな

かったからだと思います。しかし、今では 1 年生も加わり、計 11 名は今、違う道を開こうと「負けず嫌い」を目指

しています。1人1人の努力、そしてみんなの心が1つになってこそ道は開けるはずです。自分の弱い面を克服する

ため、1人1人目標を立てたり、練習メニューを考えて毎日一生懸命やっています。 
 

体操部 / 部長 高岡 佳志 以下 選手 10 名 

我が体操部は、春季大会に向け毎日練習を重ねてきました。冬季大会での各自の反省点など、克服するために各自で

目標を持ち、助け合いながら頑張ってきました。その成果を十分に発揮して頑張っていきたいと思います。また3年

生は特に、これまでの練習の総仕上げとして、悔いのない演技ができるようにがんばりますので、応援よろしくお願

いします。 
 

柔道部 / 部長 佐竹 克敏 以下 部員 10 名 

僕たち柔道部は、今回の大会のために練習を重ねてきたといっても過言ではありません。大きな大会が少ない柔道で

は今回の大会は北信越大会・全国大会へとつながる唯一の大会だからです。今回の大会のために地道な基礎トレーニ

ングから激しい練習まで耐えてきました。3 年生にとっては最後の、2 年生にとっては次へのステップとなる春季総

体。全員が後悔せず、一生懸命戦い、よい結果を報告できるよう頑張ってきたいと思います。 
 

剣道部 / 部長 野崎 康明 以下 選手 14 名 

こんにちは。僕たち剣道部は、3 年生が最後の大会ということで、みんな心を一つにして一生懸命かんばってきまし

た。これまでの大会では、1 回戦、2 回戦敗退でとてもくやしい思いをしてきており、そのくやしさをバネに練習に

はげんできました。春季大会の目標は、団体はベスト４入り、個人は優勝です。この目標達成のために頑張りますの

で応援よろしくお願いします。 
 

水泳部 / 部長 小林 美緒 以下 選手 4 名 

私たち水泳部は、毎日各スイミングクラブで練習をしてきました。今年に入って3回ほど大会がありましたが、今一

つの結果しか出すことができませんでした。今年は、部員が4人になり全員やる気でいっぱいです。水泳部は春季大

会が6月19日なので、6月から始まる朝練にも気合を入れ、今回のこの大会に臨みたいと思っています。精一杯頑張

りますので応援よろしくお願いします。 


