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総合開会式

総合開会式は、全国から選手団、大会関係者、観
覧者、約 26,000人が参集し、盛大に行われまし
た。大歓声の中、各都道府県の選手団が堂々の入
場行進を行い、選手を代表して、茨城県の後藤駿
介選手と野口啓代選手が力強く宣誓しました。ま
た、式典前のオープニングイベントや式典前演技
では県民が一体となって、本大会の幕開けを華や
かに彩りました。

茨城県選手団入場

観覧席から拍手を送る皆さん

第 74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」の総合開会式が、天皇皇后両陛下の御臨席のもと、令
和元年 9月 28日、笠松運動公園陸上競技場（ひたちなか市）において開催されました。

息栖小児童 10名が出演したラジオ体操・茨城県太鼓連盟による演舞（オープニングイベント）
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式典前演技「いばらき風土記 2019」

天皇皇后両陛下御臨席

炬火点火

茨城県知事開会宣言

横断幕を掲げる茨城県選手団 栃木県選手団入場 約 4,200人の選手団が集結

神栖市炬火代表走者の安藤悠乃さん（波崎第二中学校）

ブルーインパルスの祝賀飛行 後藤駿介選手・野口啓代選手の選手宣誓
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テニス

入賞を果たした茨城県成年男女

息の合ったプレーを見せた、茨城県成年女子・森崎選手（左）、牛島選手（右）

テニス競技は 4日間にわたり神栖海浜庭球場で開催されました。会期中は天候にも恵まれ、熱戦を繰
り広げる選手たちには、多くの観客から声援が送られました。
茨城県選手団は少年種別で男子が 1回戦敗退、女子が 3回戦敗退となりましたが、成年種別で男子が 6

位、女子が 5位と見事に入賞を果たしました。

観客の声援が選手達を後押しします

日程 会場令和元年 9月 29日（日）～ 10月 2日（水） 神栖海浜庭球場
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成年男子

守谷総一郎選手 仁木拓人選手

成年女子

少年男子

少年女子

牛島里咲選手 森崎可南子選手

遠藤出航選手 小林良徳選手

川村茉那選手 佐藤久真莉選手
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成年女子会場の風景
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選手たちの熱戦

表彰式
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カヌースプリント

選手宣誓する荒沼選手（左）・八反田選手（右）

激しく水しぶきをあげ息の合ったパドリングで漕ぎ進む選手（カヤックフォア）

カヌースプリントは、全国大会開催が初めてとなる神之池で特設コースを設置して開催されました。強
風によりレース日程の変更やイベント中止を余儀なくされましたが、スタンドを埋め尽くした多くの観
客から選手に熱い声援が送られました。

開始式

会場の様子

波崎はやうち太鼓保存会による太鼓演奏で選手の皆さんをお出迎え

日程 会場令和元年 10月 4日（金）～ 10月 7日（月） 神之池特設カヌー競技場
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成年男子

成年女子
カヤックシングル　宮永翔平選手 カナディアンシングル　岡部浩明選手

カナディアンシングル　所歩香選手

【入賞】500ｍ 3位、200ｍ4位

少年男子

カヤックシングル　日渡修也選手

艇置場

【入賞】
500ｍ 6位、200ｍ 7位

カナディアンシングル　石﨑楓馬選手

カヤックペア
及川光祐選手（前）と黒澤匠選手

【入賞】200ｍ8位
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少年女子

カヤックフォア
前から伊東拓海、小田倉悠樹、
栩木孝一郎、荒沼瑠依の各選手

カヤックペア
仲野茉祐選手（前）と保立千宙選手

カヤックシングル
八反田彩華選手

カナディアンペア
和田拓真選手（前）と西野誓馬選手

【入賞】
500ｍ 6位、200ｍ 7位
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会場の風景

カヌー競技男女総合で茨城県が 7位入賞

カヌー競技は、神栖市
開催のカヌースプリン
トと大子町開催のカ
ヌースラローム、カヌー
ワイルドウォーターが

あり、茨城県は男女総
合７位を獲得しました。

賞状を手に笑顔の
茨城県選手の皆さん

レースの様子を映す大型ビジョンカー

スタンドからは大きな声援が送られました

表彰式

少年女子カヤックペアで入賞した皆さん 表彰状と副賞として神栖市の特産品が贈られました

陸上自衛隊勝田駐屯地による救助支援
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グラウンド・ゴルフ

ホールインワンを狙う選手たちの真剣な眼差し

野口寿雄選手

2日間にわたりグラウンド・ゴルフ競技が開催されました。通常は市民の憩いの場となっている神栖中
央公園が広大な競技会場に様変わり。広い会場のあちこちでナイスショットが飛び出しました。茨城県
選手団は惜しくも入賞は逃したものの、全国から集まったグラウンド・ゴルフ愛好家と切磋琢磨しなが
ら、笑顔でプレーを楽しんでいました。

永山栄選手

日程 会場令和元年 9月 14日（土）～ 9月 15日（日） 神栖中央公園
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会場風景

全国から集まった選手たちをお出迎え 高らかに選手宣誓

見事入賞された皆さん

プレー前にはルールを確認 会場は多くの選手や観客で賑わいました

沢山の観客からエールが送られます 大勢が固唾をのんで見守るプレーオフ

賞状とトロフィーの授与
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ボランティア
全国から神栖市を訪れる選手や観客の皆さんを温かくおもてなしするため、オレンジ色のジャンパー
などを身につけた大勢のボランティアが大活躍。本大会の前には、「おもてなし」について学ぶ研修会
に参加しました。

テニス会場ボランティア

石原 満 さん
2002年のサッカー日韓ワールドカップの時
にカシマスタジアムで活動をしてから、ボラ
ンティアに興味を持ちました。本大会ではテ
ニス会場で活動します。この「おもてなし研
修」を生かして、全国からの来場者に神栖市
の名所や魅力を知ってもらえるように頑張り
たいと思います。

無料ドリンクの配付

おもてなし研修会
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弁当の配付

おもてなし研修会

本大会の活動

来場者の受付・案内

無料ドリンクの配布
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会場内の環境美化

会場の管理

記録写真の撮影



41いきいき茨城ゆめ国体神栖市大会報告書

本
大
会
編

会場ボランティアさんへのインタビュー

受付案内係（グラウンド・ゴルフ）

眞壁　佑子 さん

市内イベントで募集チラシを見てボランティア
に登録し、昨年のリハーサル大会にも参加しま
した。大会前に参加した「おもてなし研修会」
がとても勉強になり、他県の人と楽しく交流で
きました。

環境衛生係（テニス）

成田　和子 さん（左）
根本　弥恵子 さん

全国からお越しいただいた選手・来場者と、に
こやかに接することを心掛けています。
「いばらき」に良い印象を持ってもらえたらう
れしいです。

受付案内係（カヌースプリント）

桑原　なお さん

神栖市出身で、一人暮らしをしながら大学に
通っています。サークル活動等でなかなか帰省
できませんが、地元開催の国体のお手伝いをし
ているという非日常を味わうことができまし
た。ボランティアは初めてですが，市外の方々
と交流できることがうれしいです。

競技会場係（カヌースプリント）

松田　久江 さん（左）
君和田　修 さん

ボランティア活動もスポーツも大好きです。地
元の神栖市で開催される国体なので、ぜひ何か
お手伝いがしたいと思い、ボランティアに登録
しました。今日は、会社のお休みを利用して参
加しています。
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競技補助員

選手にタイミング良くボールをトス

競技の運営、式典を支える競技補助員として、延べ 1,160人の高校生に協力いただきました。テニス
競技ではボールパーソンやスコアパーソン、カヌースプリント競技ではレースのアナウンスや検艇・
配艇の補助、レース結果の掲示等を行いました。

チームワークも完璧 素早くスコアを変えます

プラカードを掲げ表彰される選手を誘導 整然とした動きで賞状授与の介添え
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本番に備え
アナウンス研修

地元エフエムかしまのアナウンサーによる放送員講習会を行いました。発声
の仕方やゆっくり話す方法などを学び、貴重な体験となりました。

艇を運ぶ検艇補助員

式典の様子 レースのアナウンスの様子

選手に配艇のレース番号をお知らせします

レース結果をいち早く掲示
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ふるまい

いわしピーマンぼーる

全国から神栖市を訪れる方々の歓迎と、神栖市の特産品や郷土料理の PRのため、神栖市らしさあふれ
るメニューの無料ふるまいを実施し、来場者をおもてなししました。

子どもが出場している
ので応援に来ました。
今年はインカレにも出
場し、全国の会場へ応
援に行っています。神
栖市の会場は広いし、とても良い環境だと
思います。ふるまいのいわしピーマンぼー
るは、いろいろな味付けが選べて、楽しめ
るのが良いですね。  

                 （一般参加者）

神栖市食生活改善推進員協議会「いわしピーマンぼーる」
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神栖市観光物産PR協議会「うどっぴ～」、「ぴーまんサブレ・ピーキャン」

なめがたしおさい農業協同組合「ピーマン焼き」

波崎水産加工業協同組合「寒さばの水煮」

うどんにもピーマンが練りこ
まれているとは知らなかった
です。食べやすくてとても驚
きました。
うどんの上に乗っているピー
マンの天ぷらは食感が良くて、
とてもおいしかったです！
（愛知県成年女子テニス選手）
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輸送交通

シャトルバスに乗車する選手

バスのりば（神栖中央公園）

交通拠点となる鹿島セントラルホテル・JR鹿島神宮駅を中心に、競技会場までの輸送バスを運行しま
した。

バスのりば（鹿島セントラルホテル） ご協力いただいた交通安全協会の皆さん

シャトルバスを待つ選手たち
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会場までのアクセスだけでなく、観光スポットやお土産品などもご案内しました

総合案内所
鹿島セントラルホテルおよび JR鹿島神宮駅の 2か所に総合案内所を設置し、全国から神栖市へ訪れる
方々に各競技会の案内や観光案内などを行いました。

鹿島セントラルホテル

鹿島神宮駅
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学校観戦
スポーツへの関心を呼び起こし、夢や希望、さらには目標を持つきっかけをつくることを目的に、神
栖市内小中学校の児童・生徒を対象とした学校観戦を実施しました。

ミニタオル（右下写真）を振り応援する児童（カヌースプリント）

係員の誘導で観戦席に向かう児童・生徒
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テニス競技観戦

カヌースプリント競技観戦
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お成り
高円宮妃殿下が、9月 30日（月）に開催されたテニス競技少年女子の試合を御覧になりました。

試合前、観客にお応えになる高円宮妃殿下

会場に御到着された高円宮妃殿下

地元の中学生らによるお出迎え 歓迎にお応えになる高円宮妃殿下

写真＝茨城県提供
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総合閉会式
総合閉会式は、令和元年 10月 8日、笠松運動公園陸上競技場で行われ、11日間の熱戦が幕を閉じました。茨城
県選手団は見事、天皇杯・皇后杯を獲得し、会場は大きな拍手に包まれました。炬火台から分火したトーチは「い
きいき茨城ゆめ大会」へ、国体旗は次期開催県である鹿児島県へ引き継がれ、大盛況のうちに閉幕しました。

ありがとう茨城県選手団

天皇杯を掲げる関直也選手 眞子内親王殿下より、天皇杯・皇后杯が授与されました

鹿児島県知事へ国体旗引継ぎ

オープニングプログラム（ダンス）

いきいき茨城ゆめ大会へ炬火引継ぎ



52

ラッキースマイル

記録写真ボランティアがとら
えたラッキースマイルをお届
けします！


