
室内“ひろしまストリート陸上プラス”
スペシャル 開催

　5月のフラワーフェスティバルで恒例行事となり、新緑の広島市平和記念公園前の平和大通りで繰り広げていた「ひろしま
ストリート陸上」が、コロナ禍の影響で今回は室内に舞台を移して2020年11月14日に実施されました。幼児や小学生を対象と
した「室内ストリート陸上プラス　スぺシャル」として、1600人の親子連れが陸上の地元出身オリンピアンらと触れ合いました。
� （詳細は2〜4ページに掲載）
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　中国・武漢に端を発した新型コロナウイルスの感染拡大で、2020年フラワーフェス
ティバルは中止となりました。広島市出身の陸上男子400m障害五輪選手、為末大さ
んの提唱で2011年に始まったストリート陸上は今回で節目の10回目となるはずでした。

例年、1万人以上もの観衆
で埋まる呼び物イベントだけ
に「何とか開催できないもの
か」と、広島県体協や広島陸
上競技協会の関係者らが協
議。小学生以下の子どもたちを対象とした室内での開催にこぎつけました。もち
ろん、この10年間、毎年駆け付けて盛り上げてくれる為末さんも快諾し、今回も
姿を見せてくれました。
　とはいえ、問題は山積していました。会場は広島グリーンアリーナ（広島県立
総合体育館）とし、大勢での密集を避けるため応募は500家族に限定しました。
県内全小学校に募集したところ、1000を超える家族から申し込みが殺到。事務
局はうれしい悲鳴に包まれ、抽選で来場家族を決定しました。
　「スト陸プラス」当日は、来場者の誘導から慎重に進めました。ロビーの受付で
家族連れにマスク着用とアルコール消毒を求め、検温は非接触型の2台のサー
モグラフィーを活用し、モニター画面で発熱の有無をチェックして手続きを進めま
した。すべて、「会場から感染者を出さない」というコロナ対策の一環として、緊
張感を保ちながらの運営でした。

“ひろしまストリート陸上プラス”
スペシャル 開催

室内
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　13時半から「スト陸プラス」室内バージョンの開始です。県体協の神出亨会長は、あいさつで「日本の代表的アスリートの切れのいい
動き、技術を見てください。体験コーナーで体を動かし、元気になってください」と、呼び掛けました。為末さんは「陸上というより、ストリー
トスポーツのつもりで楽しんで」と応じていました。
　今回のゲストやイベントを盛り上げてくれたのは次の
方々でした。

＜ゲストアスリート＞
為末大さん（広島市佐伯区出身　2000年シドニー、
2004年アテネ、2008年北京の五輪3大会で男子400m
障害出場、2001年、2005年世界選手権銅メダリスト）
松田亮さん（同市安佐南区出身　2004年アテネ五輪
200m出場、広島経済大学准教授）
木村文子さん（同市安佐北区出身　2012年ロンドン五
輪女子100m障害出場、エディオン所属）

＜棒高跳びデモンストレーション＞
萩原翔さん、下瀬翔貴さん、蔵田雅典さん（広島陸協所属アスリート）

＜体験コーナー＞
・3人制バスケットボール「スリストム広島」　仲摩匠平さん、ジョン・ジョバンニさん
・NTT西日本ソフトテニス部　堀晃大監督、原侑輝コーチ、丸中大明さん、林佑太郎さん、林大喜さん

＜司会＞
神田康秋さん、廣瀬桃子さん

　コロナ対策に慎重を期す対策として、時間帯によって幼児〜小学2年、小学3年以上の2段階に分けてアリーナのフロアを使い分け、
入場を入れ替えて実施しました。
　イベントの最初は棒高跳びのデモンストレーションでした。特設レーンとピットに、バーは5mの高さにセットされました。フロアと観客席
から子供たちが目を凝らす中で、萩原さんら3人が次 と々跳躍します。軽 と々バーを越える雄姿に大きな歓声が上がりました。5mと言え
ば、通常ビル3階分の高さです。30mの助走から加速して、ひらりと超えた萩原さんは、子供たちが間近で見詰めていただけに「棒高跳
びの魅力はバーをクリアする瞬間。でも、きょうは本当の試合より緊張しました」と神妙に答えていました。
　フロアでは親子のゲーム遊び（アクティブチャイルドプログラム）に続いて、14時40分から①短距離走50m測定②バスケットボール体
験③ソフトテニス体験の3種類に挑みます。

　50m走の測定は実際にタイムを計測
し、フィニッシュするたびに陸協役員か
ら記録証明書が手渡されました。3人1
組で全力疾走し、タイムを競います。ゲ
ストの木村さんや棒高跳びの3人も子
どもたちに交じって特設コートを走り抜
けました。
　力強いフォームで萩原さんと競り合
い、7秒5の好記録をマークした廿日市
市地御前小5年、山広詩羽（やまひろ・
うた）さんは「室内のレーンは思ったよ
り走りやすかった。これからも練習を積
んでいい記録を出したい」と、汗を浮か
べていました。
　バスケットボール体験コーナーは2台のゴールを用意し、フリースローにトラ
イしました。仲摩さんやジョンさんのアドバイスに耳を傾けながら、次 と々ボール
を投げ入れていきました。
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　ソフトテニス体験コーナーは、日本リーグ10連覇中で屈指の強豪、NTT西日本の男子選手たちがスマッシュの相手です。難しいラ
ケットさばきに顔をしかめたり、上手に打ち返す上級生が現れたり、楽しいラリーがあったりしました。中には引率の保護者が挑戦する
シーンもあり、和やかな雰囲気に包まれていました。
　イベントの合間には趣向を凝らした催しも用意してありました。広島東洋カー
プとサンフレッチェ広島のプロ2球団の協力で、マフラータオルやぬいぐるみ、
試合のチケットが当たる「お楽しみ抽選会」があり、一喜一憂する姿も見られま
した。

　また、ハードルを設置
したレーン上では、為
末さんと木村さんによる
模範実演が披露され
ました。為末さんが超
えるハードルの高さは
91.4cmで、小さな子供
たちはびっくりしながら
見上げていました。現役
ランナーとして2021年の
東京五輪出場を目指す
木村さんは3台のハード
ルをリズミカルに駆け抜
けました。実演した2人は
「サーカスの火の輪をく
ぐるイメージで（ハードル
を）跳んでいる」（為末さ
ん）、「走るのが苦手な

子どももチャレンジしてほしい」（木村さん）と笑顔で応じていました。
　もう一人の短距離オリンピアンである松田さんは、速く走るコツを伝授しまし
た。教え子の広島経済大陸上部員2人をモデル役に、子供たち相手に分かり
やすく指導していました。
　3時間の「スト陸プラス」は大きなトラブルもなく、懸念された発熱などの症状も見られず盛況に終えることができました。広島の子ども
たちの元気な姿に接した為末さんは「バスケットやソフトテニスが加わり、当初のストリート陸上から、ストリートスポーツになってきた。陸
上をきっかけに、いろんなスポーツを好きになってほしい」と呼びかけ、「（11回目となる）来年もできるだけ興味深いものを実現したい」と
意気込んでいました。
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　子どもたちが楽しみながら積極的にからだを動かせる。それがアクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）です。日本スポーツ
協会は、子どもが発達段階に応じて身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラムとして、アクティブ・チャイル
ド・プログラムを開発しました。以来、主に次の4つのテーマについて、実際の指導現場への普及を図っています。

JSPO－ACP（アクティブチャイルドプログラム）

室内“ひろしまストリート陸上プラス”
スペシャルの中でも参加者に体験して
いただきました。
ACP総合サイトは、JSPO（日本スポー
ツ協会）のホームページから見ること
ができます。

JSPO　ACP 検索

ＪＳＰＯ－ＡＣＰ 

（アクティブチャイルドプログラム） 
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競技・期日・会場一覧
競技名 区　　分 開催期日 会　　　場 参加申込

者数

陸上競技
一般の部

令和2年10月4日㈰ 庄原市上野総合公園陸上競技場
41人

スポーツ少年団の部 567人
柔道 一般・スポーツ少年団 令和2年10月18日㈰ 県立総合体育館武道場 中止

剣道
一般の部 令和2年11月1日㈰ 県立総合体育館武道場 82人

スポーツ少年団の部 令和2年11月8日㈰ 県立総合体育館武道場 724人

ソフトボール
一般の部 令和2年11月1日㈰ 広島市佐伯運動公園

東広島市福富多目的グラウンド 400人

スポーツ少年団の部 令和2年9月20日㈰ 尾道市御調ソフトボール球場
尾道ふれあいの里グラウンド 626人

バスケットボール 一般の部 令和2年11月3日（火祝） 県立総合体育館小アリーナ 74人
バレーボール 一般の部 令和2年11月3日（火祝） 県立総合体育館大アリーナ 中止

ソフトテニス
一般の部 令和2年11月15日㈰ 広島翔洋テニスコート 126人

スポーツ少年団の部 令和2年9月13日㈰ 尾道市因島運動公園 105人

バドミントン
一般の部

令和2年11月8日㈰ 広島市佐伯区スポーツセンター
88人

スポーツ少年団の部 103人

卓球
一般の部 令和2年11月15日㈰ 大竹市総合体育館

中止
スポーツ少年団の部 令和2年11月14日㈯ 広島市安芸区スポーツセンター

空手道 スポーツ少年団の部 令和2年11月1日㈰ 大和興産安佐北区スポーツセンター 386人
ゴルフ 一般の部 令和2年10月1日㈭ 広島CC八本松コース 117人
総合型地域スポーツクラブの部 中止

　上記日程一覧のとおり開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、3競技と総合型地域スポーツクラブの部が
中止となった。開催した8競技会では体調確認や検温を行い、競技中以外でのマスク着用や手指の消毒を呼びかけ、各競技役員や
参加者の協力で無事終了することができた。
　今回は悪天候等により中止となった競技はなく、一般の部・スポーツ少年団の部、計3,439人が参加し熱戦を展開した。
　各競技の1位は次のとおり。

第45回 広島県民体育大会開催

競技 【部】 種別 種目 第一位

陸上

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
部

小学

男子

100m 武村　　春 （福山ジュニア）
80mH 石川　蒼大 （東広島TFC）

4×100mR 福山ジュニアA
走幅跳 上川　昇真 （びんごWAC）

女子

100m 山広　詩羽 （CHASKI）
80mH 村上璃愛良 （CHASKI）

4×100mR 竹尋AC-A
走幅跳 永尾　春乃 （竹尋AC）

中学

男子

200m 遊佐　碧依 （CHASKI）
4×100mR 庄原市A
走高跳 鈴木斗雄哉 （東広島TFC）
砲丸投 難波　　或 （古田中学校）

女子

200m 藤原　愛心 （東広島TFC）
4×100mR CHASKI-A
走高跳 堀部　小波 （東広島TFC）
砲丸投 田中　麻央 （安佐中学校）

一般の部 男子
3000m 平田　　圭 （庄原市）
4×100mR 朝日医療広島陸上競技クラブ
砲丸投 大森　　穣 （三原陸上）

剣道

スポーツ
少年団の部

小学3・4年生男子 平佐　天雅 （福山東雲会）
小学3・4年生女子 木下　一心 （毘沙門台剣道教室）
小学5・6年生男子 橋本　大治 （安浦一心館）
小学5・6年生女子 中村　桃寧 （毘沙門台剣道教室）
中学生男子 松原　伊吹 （福島勇武館）
中学生女子 福岡さくら （広島西風道場）

一般の部 男子 呉市
女子 広島市西区
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競技 【部】 種別 種目 第一位

ソフトボール

スポーツ少年団の部

A 呉荘山田龍王クラブ
B 高屋西ソフトボール
C 湯田
D 阿賀Gビクトリー
E 小谷
F 日比崎ソフトボールクラブ

一
般
の
部

広島会場

A Vertex （庄原市）

B 府中ソフト
ボールクラブ （府中市）

C 安芸区矢野
（月ヶ丘） （広島市安芸区）

東広島会場

D 戸坂体協 （広島市東区）
E T・ドラゴンズ （呉市）

F 皆実体協
ソフトボール部 （広島市南区）

バスケット
ボール 一般の部 男子 可部クラブ （広島市）

女子 HAC （広島市）

ソフトテニス
スポーツ
少年団の部

小学生
男子 川口創平

水本敦 （原）

女子 新谷春花
平岩由彩 （三原ジュニア）

中学生
男子 北岡佳樹

西川修太郎 （祇園東）

女子 尾濱芹香
應和莉埜 （広長浜）

一般の部 三次市

バドミントン
スポーツ
少年団の部

男子 因島BJC-A
女子 美鈴が丘JBC

一般の部 広島市安佐南区

空手道

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
部

組手 個人戦

小学生1・2年生男女 坂本　瑞季 （拳志舘昭和）
小学生3・4年生男子 宮本　亮真 （拳志舘龍王）
小学生5・6年生男子 福島　航樹 （海田町）

中学生男子 安井　楽斗 （拳志舘昭和）
高校生男子 盛田　悠星 （久井）

小学生3・4年生女子 岡村　　渚 （和道会広島東）
小学生5・6年生女子 大西　悠莉 （拳志舘八本松）

中学生女子 山本　茉歩 （拳志舘夢ヶ丘）
高校生女子 西田　美咲 （安芸府中）

形 個人戦

小学生9級以下 藤中結衣菜 （海田町）
小学生7・8級 下地　莞右 （五日市）
小学生5・6級 長渡　美桜 （拳志舘夢ヶ丘）
小学生3・4級 矢野　　光 （牛田新町）
小学生2級以上 竹内　智佳 （海田町）
中学生男子 栗原　怜之 （拳志舘安芸）
中学生女子 小野　　梢 （牛田新町）
高校生男子 大畠慎三郎 （拳志舘安芸）
高校生女子 藤井　清良 （新涯）

ゴルフ 一般の部 男子 安芸太田町
女子 尾道市

― 7 ―



h t t p s : / / www . e n e r g i a . c o . j p /

中国電力／シンボルスポーツ  H60mm×W200mm_4c

未来へ！
ともにさあ、

中国電力ではシンボルスポーツ部の活動を通して、地域のスポーツ発展に貢献するだけでなく、
夢に向かって挑戦し続けることの大切さを子どもたちに知ってほしいと願っています。

女子卓球部 陸上競技部ラグビー部

ニッタクニュース

　公益財団法人広島県体育協会が行う本県スポーツの振興、県民の体力向上及び選手の育成強化事業の各事業推進のため、特
別会員の皆様からの寄附金を有効に活用させていただいています。
　また、公益財団法人久保スポーツ振興基金・公益財団法人広島県スポーツ振興財団・一般財団法人ミカサスポーツ振興会・野田育
英会にもご支援・ご協力をいただいております。
　皆様ありがとうございます。

株式会社IHI

医療法人あかね会

アシックスジャパン株式会社パフォーマンススポーツ事業部

株式会社アスティ

株式会社アド・キョウサイ

株式会社アドプレックス

公益財団法人天野スポーツ振興財団

株式会社荒谷建設コンサルタント

株式会社アンフィニ広島

株式会社石崎本店

学校法人石田学園 広島経済大学

株式会社イズミ

有限会社伊藤久芳堂

ANAクラウンプラザホテル広島

SMBC日興証券株式会社

株式会社エディオン

株式会社エネルギアL&Bパートナーズ

株式会社エポカフードサービス

株式会社オオケン

大塚製薬株式会社広島支店

大之木建設株式会社広島支社

株式会社大野石油店

株式会社小川長春館

奥アンツーカ株式会社広島営業所

オタフクホールディングス株式会社

株式会社カキダ

株式会社紀陽

株式会社共立

キリンビール株式会社

株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 広島支店

久保田酒造株式会社

株式会社KUBOXT

グランドプリンスホテル広島

株式会社弘法

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

GO＆DO 篠原税理士法人

五洋建設株式会社中国支店

株式会社ザイエンス

株式会社サニクリーン中国

三親電材株式会社

株式会社サンネット

株式会社JTB広島支店

株式会社島屋

医療法人仁康会

有限会社スポーツセンター

巣守金属工業株式会社

瀬戸内海印刷株式会社

瀬戸内海汽船株式会社

ゼネラル建設株式会社

ゼネラル興産株式会社

セノー株式会社広島支店

株式会社ダイクレ

大成建設株式会社中国支店

株式会社田頭タイル

株式会社千鳥

中国印刷株式会社

中国化薬株式会社

中国計器工業株式会社

中国高圧コンクリート工業株式会社

中国醸造株式会社

株式会社中国新聞社

中国電機製造株式会社

中国電力株式会社

株式会社中国放送

中電技術コンサルタント株式会社

株式会社中電工

中電工業株式会社

学校法人　鶴学園

T＆Tタウンファーマ株式会社

ティーエスアルフレッサ株式会社

デサントジャパン株式会社西日本専門店販売部

株式会社デルタプリント

株式会社テレビ新広島

東武トップツアーズ株式会社 広島支店

東洋観光株式会社

株式会社ニシキプリント

西日本電信電話株式会社

日本たばこ産業株式会社中国支社

株式会社日本旅行

医療法人社団おると会浜脇整形外科病院

株式会社日立製作所中国支社

株式会社広交本社

広交観光株式会社

広島駅弁当株式会社

広島ガス株式会社

広島菅公学生服株式会社

株式会社広島銀行

広島県スポーツ用品協同組合

広島県農業協同組合中央会

広島市観光ホテル旅館組合

広島市信用組合

広島信用金庫

広島テレビ放送株式会社

広島電鉄株式会社

株式会社広島東洋カープ

広島トヨタ自動車株式会社

広島日野自動車株式会社

広島文化学園大学

株式会社広島ホームテレビ

株式会社広島マツダ

株式会社ヒロタニ

株式会社フジタ　広島支店

フマキラー株式会社

豊国工業株式会社

堀口海運株式会社

株式会社増岡組

マツダ株式会社

株式会社ミカサ

三島食品株式会社

ミズノ株式会社中国支社

株式会社みづま工房

三吉屋食品株式会社（風車・水車）

株式会社むさし

名鉄観光サービス株式会社

株式会社もみじ銀行

株式会社モルテン

株式会社やまだ屋

株式会社ユアーズ

株式会社リーガロイヤルホテル広島

湧永製薬株式会社

　本協会では、本県スポーツのさらなる充実・発展のため、ご支援ご協力をいただける新規特別会員企業の拡大に努めています。
公益法人への寄附金には、税法上の優遇措置が適用されます。是非、スポーツに関心のある企業の皆様をご紹介ください。

（50音順）

本県スポーツの振興にご支援ご協力をいただいている
特別会員企業ならびに団体の皆様です！
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