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役員氏名
（１）会 長

撲

連

盟

野上浩太郎（２）副会長 村上和久・林和夫・西浦俊昭・黒田宗和・浦山好考
新村定香・中井義則
（３）理事長 海内善之 （４）事務局長 池内昭人
（５）体協専門委員 西浦俊昭 （６）連絡責任者 池内昭人
２ 活動目標
富山市内におけるアマチュア相撲道の健全なる普及と会員相互の親睦を図ることを目的
とする。
３ 主な活動
（１）学童～一般選手の全国大会上位入賞を目指しての強化合宿や県外遠征の実施
（２）相撲人口底辺拡大を目的に、市内小・中学生を対象とした『市相撲教室』の実施
（３）市相撲連盟主催・主管事業（市少年相撲大会・牛ケ首少年相撲・わんぱく相撲・市体等）
の実施
４ 県内・国内・国際大会等での活躍
＊全国大会関係
・第102回高校相撲金沢大会
団体 出場 富山商
・第9回全日本女子相撲郡上大会
一般の部 重量級 2位 吉田（富商OG・日本大学）
・第23回全日本女子相撲選手権大会
個人 2位 吉田（富商OG・日本大学）
・第34回わんぱく相撲全国大会
個人 4年生 三澤（老田）2回戦敗退 5年生 浦山（寒江）2回戦敗退
6年生 須郷（堀川）1回戦敗退
・第31回全日本小学生相撲優勝大会
5年生 浦山（寒江）予選敗退
・第24回北信越少年相撲選手権珠洲大会
個人 4年生 3位 三澤（老田） 5年制 2位 浦山（寒江）
＊県内大会関係
・第91回富山県青年相撲選手権大会
団体 3位 富山市
個人 軽量級 2位 宮田 中量級 中村
総合 2位 中村 敢闘賞 中村
・第17回富山県小学生相撲優勝大会（北信越相撲優勝大会県予選）
個人４年生以下の部
1位 三澤（老田）
5年生 1位 浦山（寒江）4位 平瀬（堀川）
6年生 2位 須郷（堀川）4位 望月（新庄）
・第33回富山県相撲選手権大会
女子の部 5年 軽量級 2位 白井（保内）
6年 軽量級 3位 平川（豊田）
男子の部
小学の部 4年 軽量級 2位 本原（豊田）3位 坂口（保内）
重量級 1位 三澤（老田）

2位 中谷（新庄） 重量級①浦山（寒江）
1位 夏野（堀川）
中学の部
3位 舟崎（呉羽）中量級 3位 宮腰（呉羽）
重量級 1位 川口大吾（呉羽）2位 川口大地（呉羽）
高校の部
軽量級 2位 田畑（富商）中量級 1位 藤澤（富商）
重量級 3位 浦山（富商）
一般の部
中量級 1位 老月
・ 第71回富山県民体育大会相撲競技
団体
学童の部 Aゾーン １位 堀川 ３位 保内 Bゾーン １位新庄
中学の部 2位 富山市（呉羽）
高校の部 1位 富山市（富山商業高校）
一般の部 2位 富山市
個人
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泉（三郷）
島田（保内）平川（豊田）
阿部（新庄）高田（堀川）
三澤（老田）
中谷（新庄） 重量級 1位
福山（保内） 重量級 3位

富山市（呉羽）
重量級 1位 川口（呉羽）2位

浦山（寒江）
望月（新庄）

谷内（呉羽）

富山市（富商）
軽量級 1位 田畑（富商）
中量級 1位 藤澤（富商）

一般の部
団体 2位 富山市
個人 中量級 1位 中村 無差別 1位 中村
・第1回アイシンちびっ子相撲県大会
小学女子
2年生 軽量級 1位 望月（堀川）2位 渡邊（堀川）3位 兼崎（堀川）尾崎（堀川）
6年生 軽量級 3位 平川（豊田） 重量級 2位 高田（堀川）
小学男子
3年生 無差別 3位 稲垣（光陽）
4年生 軽量級 3位 本原（豊田） 重量級 1位 三澤（老田）
5年生 重量級 1位 浦山（寒江）
6年生 重量級 1位 押川（堀川）60ｋｇ以上 2位 望月（新庄）
・第14回市民体育大会相撲競技
女子の部個人
4年 軽量級 1位 泉（三郷）2位 水口（三郷）3位 飯山（新庄）河原（三郷）
重量級 1位 響田（新庄）
5年 軽量級 1位 奥井（豊田）2位 河崎（新庄）3位 伊東（三郷）三浦（三郷）
6年 軽量級 1位 島田（保内）2位 廣明（新庄）3位 河崎（新庄）押田（新庄）
重量級 1位 高田（堀川）2位 阿部（新庄）

学童の部
団体 1位 新庄 2位 堀川 3位 保内
個人 4年 軽量級 1位 稲垣（光陽）2位 高波（池多）3位 林（池多）加藤（保内）
重量級 1位 三澤（老田）2位 牧野（堀川）3位 野上（鵜坂）南園（堀川）
5年 軽量級 1位 中谷（新庄）2位 平瀬（堀川）3位 辰見（新庄）伊賀上（堀川）
重量級 1位 浦山（寒江）2位 尾山（新庄）3位 トロセンコ（新庄）小谷（鵜坂）
6年 軽量級 1位 福山（保内）2位 酒井（新庄）3位 高松（堀川）与那嶺（広田）
重量級 1位 須郷（堀川）2位 望月（新庄）3位 古田（豊田）阿部（呉羽）
中学の部
団体 １位 呉羽中B ２位 呉羽中A
男子の部
軽量級 1位 舟崎（呉羽）
中量級 1位 宮腰（呉羽）2位 三澤（呉羽）
重量級 1位 川口（呉羽）2位 谷内（呉羽）
高校の部 団体 1位 富山商B 2位 富山商A
個人 1位 田畑（富商）2位 益山（富商）
青年の部 個人 1位 中浦
一般の部
個人 1位 池内
・第41回富山市少年相撲大会
団体 1位 堀川 2位 新庄 3位 八幡
個人 4年以下 1位 三澤（老田）2位 南園（堀川）3位 牧野（堀川）中嶋（新庄）
5年
1位 立花（神保）2位 尾山（新庄）3位 桑原（速星）平瀬（堀川）
6年
1位 須郷（堀川）2位 福山（保内）3位 望月（新庄）大開（保内）
・第13回わんぱく相撲富山場所
4年 1位 三澤（老田）2位 牧野（堀川）3位 青木（堀川）敢闘賞 南園（堀川）
5年 1位 浦山（寒江）2位 トロセンコ（新庄）3位 平瀬（堀川）敢闘賞 尾山（新庄）
6年 1位 須郷（堀川）2位 吉田（神保）3位 廣明（新庄）敢闘賞 福山（保内）
（各学年１位富山ブロック大会出場）
・第25回牛ヶ首用水記念相撲大会
団体 1位 速星 2位 堀川 3位 保内
個人 4年以下 1位 三澤（老田）2位 高野（保内）3位 谷（堀川）藤本（下村）
5年
1位 浦山（寒江）2位 深井（速星）3位 立花（神保）山田（新庄）
6年
1位 福山（新庄）2位 須郷（堀川）3位 桑原（速星）望月（新庄）
５

その他の特記事項
（１） 女子相撲で富山商業OGの、吉田（富商OG・日大）さん他の大会でも多くの入賞があっ
た。
６ 次年度の課題
（１）学童～一般選手の強化合宿や県外遠征を積極的に実施して、全国大会上位入賞を目指す。
（２）ジュニア・女子相撲の指導者を中央講習会等へ派遣し、小学生の指導者育成に努める。
（３）『市相撲教室』の継続開催と女子相撲の普及・指導の実施。
（４）各大会に於いて、進行役員の減少対策について。

第14回富山市民体育大会
平成30年6月17日
富山市相撲場

平成31年富山市新春稽古始
平成31年1月14日
富山県体育協会相撲場

