
中央緑地フットボール場霞ケ浦テニスコート

インターハイ開幕！！
今回の特集の内容は、市政情報等提供番組
「ちゃんねるよっかいち」でも紹介します。
● 地デジ12ch（CTY）
●7月21日（土）～31日（火）に放送
　 月・水・金・日曜日 9:30、20:30
　 火・木・土曜日 12:30、20:30

７月２６日から８月２０日まで、三重県・岐阜県・静岡県・愛知
県・和歌山県で、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
が開催されます。三重県で開催されるのは１９７３年以来４５
年ぶりで、８月１日に三重県営サンアリーナ（伊勢市）で総合
開会式を行うほか、県内で１4競技を実施します。
インターハイに向けて整備を進めてきたスポーツ施設のほ
か、大会に出場する選手や大会を盛り上げている人たちに
ついてご紹介します。

７月２６日から８月２０日まで、三重県・岐阜県・静岡県・愛知
県・和歌山県で、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
が開催されます。三重県で開催されるのは１９７３年以来４５
年ぶりで、８月１日に三重県営サンアリーナ（伊勢市）で総合
開会式を行うほか、県内で１4競技を実施します。
インターハイに向けて整備を進めてきたスポーツ施設のほ
か、大会に出場する選手や大会を盛り上げている人たちに
ついてご紹介します。

5月25日
オープン！！

インターハイ
テニス競技開催！

7月1日
全面オープン！！

インターハイ
サッカー（男子）競技開催！

四日市に新しいテニスコートができたということで、
大学生の時以来、久しぶりにテニスをしました。ボー
ルが見やすいですし、コートが新しいので、すがすが
しい気持ちでプレーできます。夏場の暑い日や雨の
日などは、屋根付コートも利用してみたいですね。

萱原耕也さん

利用者の声
利用案内
［時　間］
６時～２１時
（１２月～２月は７時から）［料　金］（1時間）メインコート1,380円サブコート1,040円屋根付コート940円屋外コート690円※アマチュアスポーツかつ入場料なしの場合［問い合わせ先］☎330-5500

FAX334-0220

すごく広くて走りやすかったです。
芝がきれいで気持ちよかったです。
サッカーボールを蹴るのが楽しくて、
またここでサッカーがしたいと思いま
した。将来はパパみたいにサッカーが
上手にできるようになりたいです。

利用者の声

利用案内
［時　間］
６時～２１時
（１1月～3月は9時から）［料　金］（1時間）3,000円 
※アマチュアスポーツの場合（高校生以下が過半数の市内団体は2分の1の料金）［問い合わせ先］☎348-7011

FAX345-5811

いざ頂点へ！

Aフィールド
（サブトラック・サッカー場）
周回コース４００ｍ４レーンと
直走路150m2レーンからなる
サブトラックの内側が、サッ
カー場となっています。Ｂ・Ｃ
フィールドと合わせた３面の人
工芝サッカー場で、全国大会
などが開催しやすくなりました。

Bフィールド
（アメリカンフットボール兼サッカー場）
Cフィールド
（ラグビー兼サッカー場）
アメリカンフットボールやラグ

ビーもできる人工芝のサッカー場
を、それぞれ１面ずつ整備しまし
た。多目的な利用が期待されます。

クラブハウス
更衣室（ロッカー、シャワー完
備）のあるクラブハウスが2棟
あります。

メインコート（１面）
ハードコート１６面を有する
全国有数のテニスコートであ
る霞ケ浦テニスコート。全国大
会などの大規模な大会にも対
応できます。観客席１，０１７席
を誇るメインコートでは、白熱
の決勝戦が繰り広げられるこ
とが期待されます。

屋根付コート（８面）
雨の日や日差しの

強い日でも快適にプ
レーすることができる
屋根付コートを、8面
整備しました。

新体育館
（2020年春供用開始予定）

クラブハウス

屋外コート（6面）

サブコート（1面）

かやはらこう や

水谷丈士くん
じょう じ
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津市
バレーボール（女子）
④⑤ハンドボール
⑥柔道
⑧レスリング
なぎなた

四日市市
①②テニス
サッカー（男子）

菰野町
登山

鈴鹿市
水泳（水球）
ソフトテニス
④⑤ハンドボール
サッカー（男子）

伊勢市
陸上競技
バレーボール（男子）
サッカー（男子）
⑦剣道熊野市

③ソフトボール

伊賀市
サッカー（男子）

亀山市
ウエイトリフティング

みんなで応援しよう！

地元高校出場！

躍
動
す
る

本年のインターハイでは、県内で１4競技が開催され、そ
のうち本市ではテニス競技とサッカー（男子）競技の２競
技が行われます。地元選手の活躍を期待して、応援しま
しょう。

三重県内開催で市内の高校が出場する団体競技

市内で開催される競技の会場と日程

全員が学校の部活動だけで練習を重ねて
いることもあり、チームワークの良さや元気の
いいところが特長です。昨年、団体戦で優勝し
ているので、団体戦で連覇することが今年の
目標です。今年は去年よりプレッシャーがかか
る中で、自分たちを信じて戦える準備をしっか
りしていきたいと思います。
地元開催ということで、他の全国大会に比

べて試合にかける思いが強いです。絶対にここ
で優勝して、地元の皆さんに恩返しがしたいで
す。皆さんが笑顔になるような、応援したくなる
ようなプレーを全員でできたらと思います。

［男子］
目標は、昨年９位だった団体で３位入賞することです。本番に向

けては、いろいろな技を覚えて演技構成を上げていきつつ、演技
の正確さも大事にしていきた
いと思います。東海地方開催
ということで、今までのイン
ターハイより活気づいて、自
分たちとしては演技しやすい
と思うので、目標が達成でき
るように頑張りたいです。
［女子］
今までは跳馬で得点を伸ばしていたのですが、段違い平行棒

と平均台でも得点を稼げるようになりました。今後は細かい部分
を調整して、演技構成などを落と
さないようにしていきたいです。会
場が静岡県ですごく近くて、大勢
の人が応援に来てくれると思うの
で、その期待に応えられるような
演技ができればと思います。

地元の応援に応えられるような演技を
暁高等学校男子体操部・女子体操部

頑張れ！
地元出場高校チームワークの良さで団体戦二連覇へ

四日市商業高等学校女子テニス部

① テニス男子（四日市工業高校、四日市高校）
② テニス女子（四日市商業高校）
③ ソフトボール男子（四日市工業高校）
④ ハンドボール男子（四日市工業高校）
⑤ ハンドボール女子（四日市商業高校、暁高校）
⑥ 柔道男子・女子（四日市中央工業高校）
⑦ 剣道男子（四日市工業高校）　
⑧ レスリング男子（朝明高校）

■会場への交通
【霞ケ浦テニスコート】
近鉄霞ヶ浦駅・ＪＲ富田浜駅から徒歩で約２４分。インターハイのテニス競技開催
期間は、近鉄四日市駅・ＪＲ四日市駅から無料のシャトルバスが運行されます。
【中央緑地フットボール場】
四日市あすなろう鉄道日永駅から徒歩で約10分。近鉄新正駅から徒歩で約12分。

インターハイに関する最新情報は、
こちらをご覧ください。

■テニス競技の開催日程
【開会式（四日市ドーム）】８月１日（水）
【霞ケ浦テニスコート（男子）】８月２日（木）～８日（水）
【四日市ドーム（女子）】８月２日（木）～８日（水）

【三滝テニスコート（女子）】
８月２日（木）・６日（月）
【閉会式（霞ケ浦テニスコート）】８月８日（水）

■サッカー（男子）競技の開催日程
【開会式（鈴鹿市）】８月６日（月）
【中央緑地陸上競技場】
8月7日(火)～9日(木)・11日(祝)・12日(日)
【中央緑地フットボール場（Ａフィールド）】８月７日（火）

【中央緑地フットボール場（Ｂフィールド）】８月７日（火）
【決勝・閉会式（鈴鹿市）】８月１３日（月）

※開会式・決勝・閉会式の会場は鈴鹿市ですのでご注意ください

■三重県内で開催される競技

※体操競技は静岡県で開催

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/
kokutai2021/interhigh/index.html

HP
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ウイニンくん

三重とこわか国体
マスコットキャラクター
とこまる

盛
り
上
げ
る

選手やお客さんをお花で歓迎したい
四日市農芸高等学校生産技術コース

カウントダウンボード・総合案内所で
インターハイを盛り上げたい
四日市工業高等学校建築科ものづくり研究会四日市市・鈴鹿市・菰野町の競技会

場で選手やお客さんを出迎えるため
の花を育てています。育てているのは
マリーゴールドとサルビア、べゴニア
で、マリーゴールドとサルビアは昨年の
インターハイ開催地から受け継ぎまし
た。インターハイ開催期間に見ごろと
なるよう、３月中旬から育てています。
大変なこともたくさんありますが、

花がきれいに咲いたときを想像して
育てているとやりがいを感じます。会
場に来た選手やお客さん全員が、花
を見てきれいだなと思って笑顔にな
るような花を育てたいと思います。ま
た、次の開催地につないでいかない
といけないという気持ちで、大事に丁
寧に育てています。

昨年、カウントダウンボードを
３、４カ月かけて作りました。杉の
木を使っているのですが、ウイニ
ンくんの絵と合わなかったり、枠
組みにはまらなかったりして、木
の性質を考えながらうまくはめて
いくのが難しかったです。今は総

合案内所の制作に取り掛かっています。総合案内所は竹を使っている
ので、材質や仕上がりなどを見て楽しんでもらえたらと思います。
カウントダウンボードや総合案内所は近鉄四日市駅に飾られるの
で、県外や市外から来た人が最初に目に
するものだと思います。四日市をイメージ
したデザインを見て四日市のことを知っ
てもらいたいですし、三重県・四日市市で
インターハイが開催されるんだと意識し
てもらえたらうれしいです。

大会を支える
地元高校
＆チーム

４６年ぶりに三重県で開催

サッカー（少年男子） テニス 体操／競技 体操／新体操 体操／トランポリン

自転車／トラック・レース 軟式野球 カヌー／スプリント 空手道 ゴルフ（成年男子）

総合案内所の制作活動

近鉄四日市駅に
設置されている
カウントダウンボード

国民体育大会は、日本最大の国民スポーツの祭典です。2021年に開催される三重とこわか国体では、県内全
ての市町で競技（正式競技、特別競技、公開競技、デモンストレーションスポーツ）が行われ、四日市市では３７ある
正式競技のうち、下記の8競技10種目が行われます。今後、ますます盛り上がりを見せる国体にご期待ください。

2021年三重　とこわか国体に向けて
国体をみんなで盛り上げよう

現在、３年後の国体に向けて三重県内でさまざまな取り組みが進められています。その一つとして、県では
国体の広報ボランティアを募集しています。詳しくは、県ホームページ（ http://www.pref.mie.lg.jp/
D1SPORTS/000186316.htm）をご覧ください。
また、本市においても今後、国体に向けてさまざまなボランティアを募集する予定です。４６年ぶりに三重県
で開催される国体を盛り上げるため、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

HP

●この特集についてのお問い合わせ・ご意見は
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　今回、インターハイに関わっている人たちを取材して、インターハイが地元で開催されるんだと改めて実感しまし
た。今年のインターハイはもちろんですが、２０２０年の東京オリンピック、２０２１年の三重とこわか国体と、ますます熱
気が高まるスポーツを、市としても全力で盛り上げていきたいと思います。

（スポーツ課 永田、国体推進課 山下、広報マーケティング課 老谷）

編集後記

スポーツ課
国体推進課

広報マーケティング課

☎354-8428　FAX354-8432
☎354-8367　FAX354-8338
☎354-8244　FAX354-8315

おいたに


