


国民体育大会マーク

昭和 22 年に国民体育大会のシンボル
として制定され、第 2回大会から使用
されています。30 度右傾斜した赤色の
火炎を直径の 10 分の 1幅の紺青色の
円帯で囲んでいます。

総合開会式・総合閉会式会場

笠松運動公園陸上競技場

大会愛称

選手やボランティアをはじめ、国体に参加するすべての人々に、活気にあふれ、
いきいきと活躍できる夢のあるスポーツの祭典のすばらしさを感じていただき
たい、という想いを込めています。

スローガン

国体に様々な形で参加することによって飛躍し、そして、未来に向けて大きく
羽ばたいていける大会であるように、という想いを込めています。

キャラクターの「いばラッキー」です。

みんなに幸福を届けることが大好きで、好奇心旺盛！
頭にあるアンテナで幸運の届け先をいつも探しています。
左手の緑のハートからは「夢を描くパワー」を、右手のオレン
ジのハートからは「勇気のパワー」を発することができます。
頑張っている人を見ると、アンテナが反応！背中の翼でどこ
へでも行って、輝くみんなに夢と幸運を届けます！

マスコット「　　　　　　」
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発刊にあたって

いきいき茨城ゆめ国体
守谷市･常総市･坂東市実行委員会会長

常総市長 神 達 岳 志

　１９７４年（昭和４９年）の第２９回国民体育大会「水と緑のまごころ国体」以来，

４５年ぶりに茨城県で開催された「天皇陛下御即位記念　第７４回国民体育大会　い

きいき茨城ゆめ国体」は，『翔べ　羽ばたけ　そして未来へ』のスローガンのもと開催

されました。全国各地から選手・監督をはじめ多くの大会関係者，観客の皆様をお迎

えして，スポーツを通して多くの出会いと感動を生み出し，茨城県が天皇杯と皇后杯

を合わせて獲得するなど，大盛況のうちに幕を下ろしました。

　常総市においては，１０月３日から１０月７日までの５日間にわたり，国体の正式

競技としてハンドボール競技会の少年男子，少年女子を開催しました。国内最大のス

ポーツの祭典にふさわしい熱戦が繰り広げられ，市民に大きな夢と感動を与え，全日

程を無事終了することができました。

　これもひとえに，円滑な競技運営にご尽力をいただいた大会関係者の皆様，おもて

なしの心で大会を支えていただいた運営ボランティアの皆様，花いっぱい運動や手づ

くり応援のぼり旗の制作等に取り組んでいただき，会場を彩り盛り上げていただいた

小中学生，関係機関，団体，企業等の皆様のご協力の賜物と心から感謝申し上げます。

　今後は，市民総参加で取り組んだ「いきいき茨城ゆめ国体」で得た貴重な経験を活

かし，より一層スポーツの振興を図り，スポーツを通じた活気あふれるまちづくりを

進めてまいります。

　この報告書は，「いきいき茨城ゆめ国体」の開催に向けて取り組んで来た軌跡を追い，

大会期間中の選手やスタッフの活動の様子などを記録し，末永く後世に伝えるために

作成しました。ぜひとも多くの皆様にご高覧いただければ幸いであります。

　結びに，「いきいき茨城ゆめ国体」の開催にあたりご支援，ご協力を賜りました全て

の皆様に心から御礼申し上げ，発刊のごあいさつといたします。



発刊にあたって

いきいき茨城ゆめ国体
守谷市･常総市･坂東市実行委員会副会長

坂東市長 木 村 敏 文

　茨城県において４５年ぶりの開催となった「天皇陛下御即位記念　第７４回国民体

育大会　いきいき茨城ゆめ国体」は，『翔べ　羽ばたけ　そして未来へ』のスローガン

のもと，全国各地から選手・監督をはじめ多くの大会関係者，観客の皆様を迎え，スポー

ツを通した様々な出会いと感動を生み出し，茨城県の天皇杯並びに皇后杯の獲得とい

う誠に喜ばしい結果をもって，盛会のうちにその幕を閉じました。

　坂東市では，１０月３日から７日までの５日間にわたり，正式競技として，ハンドボー

ル競技会（成年男子・成年女子）を開催しました。各会場とも大変多くのお客様にご

来場いただき，国内最大のスポーツの祭典にふさわしい熱戦が繰り広げられました。

選手のプレーそのひとつひとつに大きな歓声があがるなど，私を含めその感動の記憶

はいつまでも市民の心に残るものと思います。

　また，今大会の運営を支えていただいたボランティアの皆様，花いっぱい運動や手

づくり応援のぼり旗の制作，地元食材によるおもてなし料理のふるまいなどにご協力

いただきました小中学生，関係機関，団体，企業等，大変多くの皆様には，心より感

謝申し上げます。今後は，市民総参加で取り組んだ「いきいき茨城ゆめ国体」で得た

貴重な経験を活かし，スポーツの振興と活気あふれる市民協働のまちづくりを進めて

まいります。

　結びに，たくさんの夢と感動を与えていただいた，選手・監督の皆様の今後益々の

ご活躍をご祈念申し上げますとともに，大会の開催にあたりご支援，ご協力を賜りま

した全ての皆様に心から御礼申し上げ，発刊にあたってのごあいさつといたします。

発刊にあたって

いきいき茨城ゆめ国体
守谷市･常総市･坂東市実行委員会副会長

守谷市長 松 丸 修 久

　令和元年９月２８日から１０月８日まで開催された「天皇陛下御即位記念　第７４

回国民体育大会　いきいき茨城ゆめ国体」は，国内最大のスポーツの祭典にふさわし

い熱戦が各競技会場で繰り広げられ，茨城県選手の大活躍など記憶に残る大会でした。

　守谷市においては，１０月３日から１０月６日までの４日間にわたり，国体の正式

競技としてハンドボール競技会（成年女子）を開催しました。大学生で構成された茨

城県成年女子代表は，日本トップリーグに所属する実業団に奮闘して第２位を獲得し，

天皇杯・皇后杯獲得に大きく貢献するとともに，私達に大きな感動と勇気を与えてく

れました。

　これもひとえに，競技運営を支えていただいた競技役員や高校生をはじめ，大会運営，

おもてなしコーナー，歓迎装飾，花いっぱい運動，清掃活動等にご活躍いただいた市

民ボランティアの皆様，手作り応援のぼり旗で会場を彩り盛り上げていただいた小中

学生，関係機関，団体，企業等の皆様のご協力の賜物と心から感謝申し上げます。

　今後は，市民総参加で取り組んだ「いきいき茨城ゆめ国体」で得た貴重な経験を活

かし，より一層スポーツの振興を図り，市民との協働によるスポーツを通じた活気あ

ふれるまちづくりを進めてまいります。

　結びに，全国からお越し頂きました選手・監督並びに関係者の皆様と「いきいき茨

城ゆめ国体」の開催にご協力賜りました全ての皆様に，心から敬意と感謝を申し上げ，

発刊にあたってのごあいさつとさせて頂きます。
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1 開催準備編

広報・PR 活動
　いきいき茨城ゆめ国体の開催を広く市民の皆さまに周知し，開催機運を盛り
上げるため，地域のお祭りや体育祭，その他各種イベント等にいばラッキーも
駆けつけて PR を行いました。

開催 100 日前イベント

実行委員会総会 守谷市立御所ケ丘中学校体育祭

坂東市いわい将門ハーフマラソン大会 常総千姫まつり

県西地区開催 200 日前イベント

BANDO Halloween 仮装 contest

坂東市長杯近隣中学校体育大会ハンドボール競技

東京ドームチャレンジツアー

守谷駅前あいさつ運動

まつりつくば

石下祇園まつり

坂東市ふる里さしま古城まつり

守谷市成人式

関東鉄道ラッピングバス・列車出発式

スペシャルエキシビジョンマッチ

開催 300 日前カウントダウン開始

元気いっぱい福祉まつり 圏央道ＩＣ開通式

常総将門まつり

守谷市立北園保育所クリスマス会

MOCO フェスタ

1 開 催 準 備 編 2



2

広報・PR 活動
　いきいき茨城ゆめ国体の開催を広く市民の皆さまに周知し，開催機運を盛り
上げるため，地域のお祭りや体育祭，その他各種イベント等にいばラッキーも
駆けつけて PR を行いました。
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MOCO フェスタ

1 開 催 準 備 編 2広 報 啓 発 活 動



3 開催準備編

　全国から訪れる方々を温かくお迎えし，市内の景観を美しくするため，小中
学校や市民の皆さまが花プランターを育成しました。国体期間中は，心温まる
メッセージが書かれたシールが貼られた花プランターで競技会場や駅などを彩
りました。

市民や団体の皆さまに協力をいただき，競技会場周辺や駅などの清掃活動を
行いました。
市内を清掃することで，全国から訪れる皆さまをゴミのないきれいなまちで

お出迎えする準備ができました。

市内各地で装飾市内中学生の協力でプランターを設置各学校からプランターを回収

配布準備　 花植え作業

花いっぱい運動 クリーンアップ運動

10 本大会編 11花いっぱい運動
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全国から訪れる方々を温かくお迎えし，市内の景観を美しくするため，小中
学校や市民の皆さまが花プランターを育成しました。国体期間中は，心温まる
メッセージが書かれたシールが貼られた花プランターで競技会場や駅などを彩
りました。

　市民や団体の皆さまに協力をいただき，競技会場周辺や駅などの清掃活動を
行いました。
　市内を清掃することで，全国から訪れる皆さまをゴミのないきれいなまちで
お出迎えする準備ができました。

市内各地で装飾市内中学生の協力でプランターを設置各学校からプランターを回収

配布準備　 花植え作業

花いっぱい運動　　 クリーンアップ運動

10 本大会編 11花いっぱい運動市 民 運 動



5 開催準備編

　市内小中学校，高校の皆さまには，手描きした心温まる都道府県応援のぼり
旗で競技会場を飾りました。
　３市内４９校に制作していただいた４７都道府県への「応援のぼり旗」は子
どもたちの創意工夫により，きれいで楽しく見ごたえのあるのぼり旗となり，
選手・監督を温かくお迎えしました。

平成２９年９月１７日，平成３０年４月２２日，関東学生ハンドボー
ルリーグを招致しました。県内小中高生に大学１部リーグの高い技術等
を観戦していただき，ハンドボールの競技力向上を図るとともに，ハン
ドボールを知らない方にも競技の魅力を発信し，国体の PR を行いまし
た。会場となった水海道総合体育館には，１，０００人以上の来場者が
訪れ，国体の盛り上がりが予感されました。

応援のぼり旗制作風景 完成した応援のぼり旗

応援のぼり旗 関東学生ハンドボールリーグ

10 本大会編 11

関東学生ハンドボール
秋季リーグ戦（男子 1部リーグ）

関東学生ハンドボール
春季リーグ戦（女子１部リーグ）
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　市内小中学校，高校の皆さまには，手描きした心温まる都道府県応援のぼり
旗で競技会場を飾りました。
　３市内４９校に制作していただいた４７都道府県への「応援のぼり旗」は子
どもたちの創意工夫により，きれいで楽しく見ごたえのあるのぼり旗となり，
選手・監督を温かくお迎えしました。

　平成２９年９月１７日，平成３０年４月２２日，関東学生ハンドボー
ルリーグを招致しました。県内小中高生に大学１部リーグの高い技術等
を観戦していただき，ハンドボールの競技力向上を図るとともに，ハン
ドボールを知らない方にも競技の魅力を発信し，国体の PR を行いまし
た。会場となった水海道総合体育館には，１，０００人以上の来場者が
訪れ，国体の盛り上がりが予感されました。

応援のぼり旗制作風景 完成した応援のぼり旗

応援のぼり旗 関東学生ハンドボールリーグ

10 本大会編 11

 
 

 

  

 

関東学生ハンドボール
秋季リーグ戦（男子 1部リーグ）

   

 

関東学生ハンドボール
春季リーグ戦（女子１部リーグ）

   

関 東 学 生 ハ ン ド ボ ー ル リ ー グ



7 開催準備編

 
第４２回 日本ハンドボールリーグ茨城大会　大崎電気 × 北陸電力戦

    
シュートする茨城県出身 信太弘樹選手   サインに応じる宮﨑大輔選手 

  
大観衆が集まった会場   ３市スポーツ少年団による交流試合 

磯山純氏による『そして未来へ』の披露

 

 

 

第 43 回日本ハンドボールリーグ ＨＣ名古屋 × オムロン 戦  
 

    
常総市出身　岩渕いくみ選手らオムロン  守谷市出身　丸山紀子選手   

  
運営を支えた競技補助員   選手入場     大会を運営するスタッフ 

 

マスコットキャラクターによるハンドボール対決

　平成３０年２月２５日，平成３１年２月１１日に坂東市総合体育館において，
日本トップリーグの日本ハンドボールリーグ茨城大会を開催しました。１，０００
人以上の来場者に日本トップリーグの選手たち，地元茨城県出身選手たちのプ
レーを観ていただき，ハンドボールの魅力発信と国体開催の PR を行いました。

　国体開催の機運を高めるとともに競技会運営能力の向上を目的として，国体
開催１年前の平成３０年に，いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技リハーサ
ル大会を開催しました。
　リハーサル大会を通して，競技団体や職員・ボランティアとともに本番を見
据えた競技会運営・会場設営など多くの経験が得られました。

日本ハンドボールリーグ茨城大会 いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技リハーサル大会

10 本 大 会 編 11

 

 

第２３回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

 

平成３０年８月４日（土）～７日（火）

 

茨城県代表（男子）会田選手

 

    
                              奮闘する茨城県代表（女子）  

    

                         
競技補助員
 

  

      表彰式  

会場設営開会式　

競技会補助員応援観戦

おもてなし料理のふるまい
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第４２回 日本ハンドボールリーグ茨城大会　大崎電気 × 北陸電力戦

シュートする茨城県出身 信太弘樹選手 サインに応じる宮﨑大輔選手

大観衆が集まった会場 ３市スポーツ少年団による交流試合

磯山純氏による『そして未来へ』の披露

第 43 回日本ハンドボールリーグ ＨＣ名古屋 × オムロン 戦

常総市出身　岩渕いくみ選手らオムロン 守谷市出身　丸山紀子選手

運営を支えた競技補助員 選手入場 大会を運営するスタッフ

マスコットキャラクターによるハンドボール対決

平成３０年２月２５日，平成３１年２月１１日に坂東市総合体育館において，
日本トップリーグの日本ハンドボールリーグ茨城大会を開催しました。１，０００
人以上の来場者に日本トップリーグの選手たち，地元茨城県出身選手たちのプ
レーを観ていただき，ハンドボールの魅力発信と国体開催の PR を行いました。

　国体開催の機運を高めるとともに競技会運営能力の向上を目的として，国体
開催１年前の平成３０年に，いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技リハーサ
ル大会を開催しました。

リハーサル大会を通して，競技団体や職員・ボランティアとともに本番を見
据えた競技会運営・会場設営など多くの経験が得られました。

日本ハンドボールリーグ茨城大会 いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技リハーサル大会

10 本 大 会 編 11

第２３回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

平成３０年８月４日（土）～７日（火）

 

茨城県代表（男子）会田選手            奮闘する茨城県代表（女子）

競技補助員

表彰式

会場設営開会式　

競技会補助員応援観戦

おもてなし料理のふるまい

リ ハ ー サ ル 大 会



9 開催準備編

　令和元年５月１５日の「坂東市小学校陸上競技記録会」，８月３日の「夕べの
コンサート」，８月１１日の「常総ウォーターフェス」において，各市内の小中
学校で採火された火を集火しました。併せて公募にて選ばれた炬火名の披露や炬
火走者の発表も行いました。３市で集火した火は８月１１日の常総きぬ川花火大
会で一つに集められ，「いきいき茨城ゆめ国体開催記念スターマイン」が打ち上
げられました。

常総きぬ川花火大会

常総ウォーターフェス

炬火イベント

坂東市小学校陸上競技記録会

夕べのコンサート
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