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　全国から訪れる選手・監督の皆さんに提供する国体弁当。限界に挑
戦する選手たちのパワーの源になります。その弁当に地元食材を使っ
たおかずを取り入れ、盛岡の「味

み

力」を伝えようという「国体フー
ド」が開発されました。盛岡誠桜高が15品、盛岡スコーレ高が６品
の国体フードを考案。そのうち11品が、いわて国体の冬季大会・本
大会で実際に提供されます。国体フードのレシピは実行委員会ホーム
ページで紹介していますので、ぜひ家庭でもお試しください。

盛岡誠桜高が考案した
「鮭の南蛮酢」。本県
産のサケを使用

国体フードの製作

昨年11月27日に開かれた国体弁当の
審査会では、両校が考案したおかずを
取り入れた弁当が披露されました

盛岡スコーレ高が考案
した「野菜の白和え」。
市産の豆腐を使用

　冬季大会がいよいよ１月27日㈬から始まります。冬季
大会と本大会を１つの県で行う「完全国体」は21年ぶり。
東日本大震災からの復興を続ける岩手の姿を全国に発信す
るという特別な意味を持つ国体の幕開けです。
　市民の皆さんの総力を結集してこの大会を成功させまし
ょう。【担当】希望郷いわて国体・大会盛岡市実行委員会
事務局☎603-8009

スピードスケートの競技日程　【場所】県営スケート場
日時 １/28㈭

10時～15時
１/29㈮

10時～14時半
１/30㈯
10時～14時

１/31㈰
10時～13時

競
技
種
別

少年男子
500㍍予選 500㍍決勝 1500㍍決勝 1000㍍決勝
1500㍍予選 1000㍍予選 5000㍍予選 5000㍍決勝
１万㍍予選 １万㍍決勝 2000㍍リレー予選 2000㍍リレー決勝

少年女子
500㍍予選 500㍍決勝 1500㍍決勝 1000㍍決勝
1500㍍予選 1000㍍予選 3000㍍決勝

3000㍍予選 2000㍍リレー決勝

成年男子

500㍍予選 500㍍決勝 1000㍍準決勝 1000㍍決勝
500㍍準決勝 1000㍍予選 1500㍍決勝 5000㍍決勝
1500㍍予選 1500㍍準決勝 5000㍍予選 2000㍍リレー決勝

2000㍍リレー予選

成年女子
500㍍予選 500㍍決勝 1500㍍決勝 1000㍍決勝
1500㍍予選 1000㍍予選 3000㍍決勝

3000㍍予選 2000㍍リレー決勝

　今大会のレース形態は、コースを仕切らずに数人の
選手が一斉にスタートして順位を競う「シングルトラ
ックレース」で行います。

アイスホッケーの競技日程　【場所】アイスリンク（※決勝戦はアイスアリーナ）
日時 １/27㈬

８時半～18時半
１/28㈭

８時半～22時半
１/29㈮

８時半～18時半
１/30㈯

８時半～19時半
１/31㈰

８時半～13時半
競
技
種
別

成年男子 １回戦 ２回戦 準々決勝 準決勝 決勝※
順位決定戦 ５～６位決定戦 ３位決定戦

少年男子 １回戦 準々決勝 準決勝 決勝※
順位決定戦 ５～６位決定戦 ３位決定戦

　３人のフォワード、２人のディフェンスと１人のゴールキー
パーでチームを編成。今大会では、少年男子と成年男子の競技
が行われます。

　カーリングは１チーム４人編成。氷
上で「ストーン」を滑らせ、約40㍍
先にある円「ハウス」の中心に近づけ
ることで得点を競います。知力・体
力・チームワークなど総合力が試され

♥盛岡市国体ボランティア「モリモリサポーターズ」
　冬季大会の競技会場では、市の国体ボランティア「モリモリサポー
ターズ」の皆さんが競技運営を支えます。2000人のボランティアを目
標に現在も募集中。全国から訪れる皆さんへ、おもてなしと感謝の気持
ちを伝え、半世紀ぶりのいわて国体を一緒に盛り上げましょう！

冬季大会盛岡市ご当地バージョン
「岩手山・姫神山＋とふっち」

♥食のおもてなし～ふるまい～
　選手・監督をはじめ、全国から来場する皆さんへ、市の特
産品や郷土料理などを数量限定で各会場において提供します。
国体を通じた憩いの空間として、盛岡の「食のおもてなし」
を堪能してもらいます。

いわて国体　盛岡市

少年男子 吉田晃
こ う

太
た

郎
ろ う

選手
盛岡農業高２年

カーリング

主将を務め、チームの精神的支柱でもある工藤選手
と、落ち着いた判断力と技術の高さが光る、チーム
最年長の宮野選手。「チームの長所は失点が少ない
こと。今大会を見てアイスホッケーに興味を持ち、
県内の競技人口が増えてくれれば。大会ではベスト
８入りを目指す」と気合を込めます。

2015ぐんま冬季国体では少年男子スピード500
㍍で７位入賞。スピードスケートの楽しさは「加
速したままコーナーを滑り切ること」と話す吉田
選手。「希望郷いわて国体をきっかけに、スピー
ドスケートをたくさんの人に知ってもらいたい。
今大会では表彰台を狙う」と高みを目指します。

　　　　　カーリング体験会を開催

【日時】２月６日㈯、８時半～11時半と12時
半～15時半【場所】アイスリンク（本宮五）
【費用】無料【申込期限】１月31日㈰。申し
込み方法について詳しくは、実行委員会ホーム
ページをご覧ください
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27日～30日は石鳥谷アイスアリーナ（花巻市）でも試合を実施

真心込めたおもてなし

KEY PLAYER　注目選手

いよいよ開幕！

冬季大会

デモンストレーションスポーツ紹介

スピードスケート

アイスホッケー

競技会場には公共交通機関で正式　 種目紹介

期間中に訪れる大勢の選手・関係者が「また盛岡に来たい」と思うようなおもてなしの心で迎えましょう。

選手たちが練習の成果を十分発揮できるように、競技会場で熱い声援を送りましょう。

成年男子 工藤光
み つ

広
ひ ろ

選手（30）
岩手陸上自衛隊

宮野哲
さとし

選手（32）
㈱アストモスガスセンター岩手

■正式競技会場へのアクセス

　競技会場に一般観覧者用の
駐車場はありません。臨時駐
車場にも台数に限りがあるの
で、公共交通機関や無料シャ
トルバスをご利用ください。
また、国体期間中は交通渋滞
が予想されます。マイカー利
用の自粛にご協力ください。

観覧無料

臨時駐車場（350台）
盛岡第２合同庁舎隣接（盛岡駅西通一）

ＪＲ盛岡駅
西口バスターミナル１階

徒歩５分

無料シャトルバス
競技期間中は毎日、無料シャトルバスを運行します。時
刻表など詳しくは、実行委員会ホームページに掲載しま

臨時駐車場（200台）
ＪＴ盛岡工場跡地（みたけ二）

県営スケート場

徒歩15分

臨時駐車場（250台）
市総合プール隣接（本宮五)

アイスアリーナと
アイスリンク

徒歩３分

シャトルバス
27～31日運行

シャトルバス
28～31日運行

す。※当日の交通状況や競技の進行状況などにより運行時
間が変わる場合があります

フィギュアスケートの競技日程※開始時間は予定　【場所】アイスアリーナ
日時 １/27㈬

11時10分～
１/28㈭
10時半～

１/29㈮
10時55分～

１/30㈯
８時45分～

競技
種別

少年女子（ＳＰ）
少年男子（ＳＰ）

少年女子（ＦＳ）
少年男子（ＦＳ）
成年男子（ＳＰ）

成年女子（ＳＰ）
成年男子（ＦＳ） 成年女子（ＦＳ）

　都道府県代表チーム（２人）による団体戦で、合計点を競いま
す。ジャンプやスピンなど規定の要素で構成するショート・プロ
グラム（ＳＰ）の上位24人が、規定の要素を自由に組み合わせ
たフリー・スケーティング（ＦＳ）へと進みます。

フィギュアスケート少年女子 畠山桜
さくら

子
こ

選手
盛岡白百合高１年 成年男子 佐藤洸

ひ ろ

彬
あ き

選手
岩手大２年

県勢少年女子として16年ぶりの出
場。小学２年から本格的に競技を始
めた畠山選手は、初出場となる国
体が地元開催となり、緊張
を感じていると話しま
す。「ストーリーや感
動が伝わるような演
技を目指し全力で
臨む。目標は自己
ベストの更新と
決勝進出」と意
気込みます。

表現力に定評がある佐藤選手。５
歳からフィギュアを始め、2014
日光国体では少年男子７位に入賞

　しました。「今大会は
　地元の人に自分の演技
を見てもらえる貴重な機
会。感謝の気持ちや、成

長した姿をしっかり見せ
たい。優勝目指して頑

張る」と大会に
向けた思いを
語ります。

KEY PLAYER　注目選手

KEY PLAYER　注目選手

氷上での優雅で美しいスピンと疾走感、
力強いジャンプから目が離せません！

接触プレーが醍醐味で
「氷上の格闘技」と呼ばれます！

る奥の深いスポーツをぜひ会場でご覧
ください。
■競技日程
【日時】２月６日㈯９時半～18時
【場所】アイスリンク（本宮五）

デモンストレーションスポーツは正式競技ではなく、普及などを目的に行われる競技です。

観覧者用の駐車場はありません！
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