
日 時 平成３０年６月１７日（日）

（開催予備日 平成３０年６月２３日（土）)

開会式 ：午前９時３０分～

競技開始：午前１０時１５分～

場 所 金時公園（静岡県駿東郡小山町中島）

主 催 第２７回わんぱく相撲静岡県大会実行委員会

静岡県相撲連盟

後 援 小山町・小山町教育委員会

御殿場市・御殿場市教育委員会
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第2７回わんぱく相撲静岡県大会　御殿場・小山場所
大会会長　山田　秀明

静岡県相撲連盟
会長　下村　勝彦

　本日は「第２７回わんぱく相撲静岡県大会　御殿場・小山場所」に県内各地よ
りご参加いただきましたことを厚く御礼申し上げます。
　この大会は、青年会議所が目指す「明るい豊かな社会」の実現に向けての活
動の一つとして、そして「心豊かな青少年の育成」を目的として、静岡県内の９つ
の青年会議所が合同で開催させていただいております。
　参加されます選手、及び来場された子どもにおきましては日本の国技といわ
れる相撲を通じて心身の鍛錬と健康の増進を図り、また相撲の勝敗だけにこだ
わることなく、勝つことの喜び、負けることの悔しさを体験することにより、勝者を
称え敗者を思いやること、周囲への感謝の気持ちを育むことができると考えて
おります。また大会を通して、同時に地域の責任ある大人が協力し合う環境を
作り、地域社会を活性化できるとも考えております。
　そして子ども達には挑戦することによって様々な体験や経験を得ていただき、
この経験を糧に力強い青少年へと成長していっていただきたいと願っておりま
す。
　結びに、本日ご参加いただきました皆様、そして開催にあたりご協力賜りまし
た皆様に心からの感謝と御礼を申し上げさせて頂きます。また、ご参加いただき
ました皆様にとって実り多き大会になることをご祈念申し上げまして挨拶とさせ
ていただきます。

ごあいさつ

　第２７回わんぱく相撲静岡県大会が、金時公園相撲場で開催されますことを
心からお慶び申し上げます。
　県内各地の予選を勝抜いてきた選手のみなさんは、この大会での勝者が待望
の国技館での全国大会へ出場となります。今まで練習した成果をすべて発揮で
きるよう、土俵に上る前にもう一度しっかり体調と気持ちをととのえ、一番一番に
全力を発揮し、優勝目ざして頑張って下さい。
　静岡県の代表選手は２８年度は団体２位（焼津）個人優勝（内田京汰君）、２９
年度も団体５位、個人も３位入賞とすばらしい成績をあげています。今年も見事
に代表となった選手みなさんが全国大会で活躍されることを期待し楽しみにして
います。
　スポーツの大切なことは、ただ勝つことではなく、相手の選手を尊ぶこと、ルー
ルをしっかり守ること、終わったあとは良い友達であることです。こうしたスポー
ツマンシップをしっかり守って、勝っても敗けても楽しい思い出に残るような大会
になるよう期待します。
　結びに、今大会開催にあたり準備をしていただきました静岡県大会実行委員
会、御殿場青年会議所はじめ関係各位の皆様に心から御礼を申し上げ、挨拶
とさせて頂きます。

ごあいさつ
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司会 ： 広報幹事　髙橋　賴太

開会式　９：３０～  
開会の辞  総括部長 山口　高弘
大会会長挨拶  大会会長 山田　秀明
大会実行委員長挨拶  実行委員長 矢後　芳昭
静岡県相撲連盟会長挨拶 静岡県相撲連盟会長 下村　勝彦
来賓紹介
来賓挨拶
主管ＬＯＭ大会優勝者による土俵入り
競技上の注意 静岡県相撲連盟審判長 福里　紳太郎
選手宣誓 御殿場・小山地区大会６年生の部優勝者 益子　大和君
準備体操 静岡県相撲連盟

競技（午前）　１０：１５～　
４年生男子の部　（取組１～３）
５年生男子の部　（取組１～３）
６年生男子の部　（取組１～３）
４年生男子の部　（取組４～６）
５年生男子の部　（取組４～６）
６年生男子の部　（取組４～５）

休憩　約１時間　（試合経過によりますが、１２：００頃を予定しています。）

競技（午後）　１３：００～　
４年生女子の部
５年生女子の部
６年生女子の部
４年生男子の部　（取組７～８）
５年生男子の部　（取組７～８）
６年生男子の部　（取組６～７）

閉会式　１４：４５～
成績発表 大会運営委員
表彰式・記念品贈呈 大会会長 山田　秀明
総評 静岡県相撲連盟理事長 佐野　光昭
閉会の辞 大会副実行委員長 西本　健一

写真撮影　１５：１０～

大会進行表
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