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第71回

国民体育大会 希望郷いわて国体

トライアスロン競技

期日

2016年10月２日㊐

場所

岩手県釜石市・釜石市根浜海岸
特設トライアスロン会場

トライアスロンは、スイム（遠泳）
、バイク（自転車）
、ラン（マラソン）の３種の競技を連続
して行うというハードな耐久レースであり、
「鉄人レース」とも言われています。2000年のシド
ニーオリンピックから正式種目になった総距離51.5㎞のオリンピックディスタンス（スイム1.5
㎞＋バイク40㎞＋ラン10㎞）が国民体育大会でも採用され、2016岩手国体から初めて正式競技
として開催されました。
なお、天草大会は日本で初めてオリンピックディスタンスが開催された大会です。

▲トライアスロン競技熊本県代表選手（右から２番目が宮崎選手）

岩手国体に出場して

宮﨑

友和

第71回国民体育大会のトライアスロン競技に成年男
子として出場しました。
本大会が開催された岩手県釜石市は、５年半前に発
生した東日本大震災の爪痕がまだ色濃く残り、コース
上にもまだ仮設住宅や津波到達地点の標識が多く見ら
れました。また、大会2週間前には台風の影響で道路が
陥没し、急遽バイクコースの変更を余儀なくされまし
たが、大会運営側の努力と大会にかける熱い気持ちで
大会が無事開催されました。
さてレースは、各都道府県から選抜された２名ずつ

天草市トライアスロン協会長

濱崎

二丸

国体トライアスロン競技に県トライアスロン連合の
総務として選手４名、監督２名と共に参加して来まし
た。
東日本大震災から５年半経過していましたがトライ
アスロンメイン会場の大槌湾内、根浜海岸は津波の傷
痕があまりにも深く、私たちを含め初めて訪れた人は
皆ショックで声が出ませんでした。
復旧・復興を進めていく中での国体開催は大変な試
練だったと思います。
宮崎選手は震災の爪痕が残る沿岸部のコースを「広
げよう感動。伝えよう感謝。
」のスローガンの下、ベス
トを尽くし走りました。今年から正式競技になったの
で各県力を入れていて宮崎選手も悪いタイムではなか
ったのですが、94名中52位でした。

の選手が集結し、全94名の選手がスタート台から一斉
に飛び込んでスタートしました。一種目目のスイムは
調子も上がっていましたが、予想以上に出遅れてしま
い64位でスイムを終えました。続く二種目目のバイク
は、同時にスイムをあがった選手の中にバイクを得意
とする選手が数名いたため一緒に前の集団を追うこと
ができ、45位前後まで順位を上げることができました。
そして三種目目のランですが、一つでも順位を上げよ
うと余力を残すことなく最後の力を振り絞りましたが、
52位でのフィニッシュとなりました。結果、目標とす
る順位には届きませんでしたが、全力を尽くすことが
でき、またこのような舞台でレースができたことに感
激しました。競技者としてベテランの域に入りました
が、これからもっと進化できることを期待し新たな目
標に向かって努力していきます。
また、同様にトライアスロンだけでなくスポーツ全
般において、スポーツの魅力や素晴らしさを地元の子
供たちにも伝えていけるような選手として今後も活動
していきたいと思います。
最後になりましたが、本大会出場にあたり天草市体
育協会や地元関係者の方々には、たくさんの応援や支
援をしていただき感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
震災の傷痕は沿岸部だけでなく競技の説明会場にな
った山手の中学校にもまだ残っていて、依然としてプ
レハブの仮設校舎のままでした。
さらに開催直前、釜石市は台風にも見舞われバイク
コースの一部が陥没し急に変更せざるを得ないという
大変な苦労もされました。
大会当日は好天に恵まれ大会関係者、地元の応援の
人たちにとっては苦労の一部が報われたのではないか
と、私たちにも安堵の思いが沸いて来ました。
熊本地震の復旧・復興はまだ始まったばかりでこれ
から長い道のりになると思いますが一歩一歩前進でき
るようみんなで絆を深め援助して行かなければならな
いと痛感しました。
今年の天草でのトライアスロン大会も地震の影響で
中止になりましたが来年の６月開催に向けて準備に入
っています。大会開催まで忙しくなりますがスポーツ
によって地域振興の役目を果たし、復興の架け橋とな
るよう協会一同頑張りますのでご協力をよろしくお願
いします。
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第11回

11月20日㊐

天草マラソン大会

フルマラソン 42.195㎞
ハーフマラソン 21.975㎞

Up-Downの難コースに3769人の申込み

さわやかな潮風が薫る、風光明媚なシーサイドコ
ースで知られる 天草マラソン 。
一方では起伏にとんだアップダウンと吹き付ける
海風がアスリートに立ちはだかるといわれています。
今回から天草信用金庫本店前をフル・ハーフ同時ス
タート、市街地を駆け抜け、大矢崎緑地公園をゴー
ルとする新しいコース。
天草マラソンはとにかく「お土産がすごい」と15
種類から選べる参加賞にも定評があります。人気商
品は早い時間になくなるのだとか。天草市外から参
加の選手は、地元の特産品が当たる抽選会に参加で
きるのも魅力。ゴールの大矢崎緑地公園では地元の
物産コーナーや 餅投げ 無料マッサージ も行わ
れアスリート、応援の方々にも好評でした。
◆大会結果

２人とも鹿児島駅伝大会の指宿市代表選
手ですが、地元の いぶすき菜の花マラソ
ン には出たことは無いとのこと。
「Up-Downは嫌いじゃないので気持ちよ
く走れた。来年もぜひ出たいです。」

前田
伯 （鹿児島県）
富田誠至郎 （天草市）
池田
創 （長崎県）
井上 一美 （大津町）
後藤 純子 （熊本市）
赤池 寛子 （湯前町）
斉藤 友章 （菊陽町）
室屋 将史 （鹿児島県）
島村 洸史 （宇土市）
前田 淳子 （大津町）
青木 佐和 （合志市）
山下 知美 （熊本市）

会員研修会

熊本県南阿蘇村出身。
「2015年第99回日本陸上競技選手権大会三
段跳優勝」
、熊本県陸上競技選手権大会において「三段跳10連覇」、
「走幅跳９連覇」
。
2016年１月、トレーニング中の事故により、第11・12胸椎圧迫
骨折による両下肢全廃。自宅がある南阿蘇村で日常生活への復帰
に向けたリハビリを続けながら、車イスでの陸上競技の再開に向
けて準備を進めている。

▲天草のジュニアと

vol.2

「 海 風 が 気 持 ち よく、 走る気象予報士。
U p - D o w n も 自 分 に 「起伏は厳しいが、海
辺の景色もよく大好
とってのリズムになり気
きなコースです。」
持ちよく走れました。」

▲「このカレーが絶品で楽しみなんですヨ」
（熊本市から参加）

中尾有沙氏講演会

〔中尾有沙氏 profile〕

▲ハーフ女子
栗原めぐみ選手
（熊本市）

「１位を狙っていましたが前半飛ばしすぎて、風も
無く汗をかきすぎました。来年こそ１位でゴールし
ます。」

2時間30分53秒
2時間33分23秒
2時間35分42秒
3時間16分05秒
3時間17分31秒
3時間23分28秒
1時間10分43秒
1時間11分57秒
1時間12分36秒
1時間28分51秒
1時間29分38秒
1時間30分03秒

天草市体育協会の会員研修会として「夢への道の
り」をテーマに中尾有沙氏（祐和會所属）講演会を
開催。アスリートとは思えない柔和な表情で「前向
きにリハビリに取り組まれ、強い気持ちでさらに夢
を追い続けられる姿勢」には多くの聴講者から感動
したとの声が寄せられました。

▲ハーフ女子１位
前田淳子選手
（大津町）

◀フル男子２位 富田誠至郎選手（天草信用金庫）

（敬称略）

1位
〔男子〕 2位
3位
フルマラソン
1位
〔女子〕 2位
3位
1位
〔男子〕 2位
3位
ハーフマラソン
1位
〔女子〕 2位
3位
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▲フル男子１位
▲ハーフ男子2位
前田伯選手
室屋将史選手
（鹿児島県指宿市）（鹿児島県指宿市）

期日：平成28年10月21日㊎
場所：天草市民センター展示ホール

「夢への道のり」

株式会社祐和會

中尾

あ り さ

有沙

私の夢の始まりは小学校高学年の時にまでさかのぼります。当時、日本
陸上競技選手権大会などが熊本県で開催され、私はトップ選手が競技をす
る姿や快くファンの声に応える姿に憧れを抱き「陸上競技選手になりたい」
「日本一になりたい」と強く感じました。
「日本一になりたい」という夢を
胸に中学から社会人と競技に打ち込み、2015年の第99回日本陸上競技選
手権大会女子三段跳で、ついに日本一になることが出来ました。
私は夢を達成して４つの大切なことに気づきました。１つ目は「続ける
ことの大切さ」です。うまくいかないこともたくさんありましたが、あき
らめずに跳び続けたことで、夢を達成する喜びを味わうことが出来ました。
２つ目は「夢へのアプローチ」です。日本一という大きな夢の前にある小
さな目標を１つ１つステップアップしていくことが欠かせないことなのだ
と気付きました。３つ目は「感謝の気持ちの大切さ」
。家族や会社の人、
地域の方などたくさんの方への感謝の気持ちを持つことが、私のエネルギ
ーとなりました。そして４つ目は「夢はゴールではなく始まりであること」
。
表彰台の一番上に立った時、
「また日本一になりたい。次は日本代表選手
になりたい」と新たな夢が出来ました。夢はゴールではなく、その先に続
いていくものでした。
今年１月、練習中の怪我で脊髄を損傷し、下半身麻痺のため車いすでの
生活を送ることとなりました。新しくできた夢は潰えてしまいましたが、
今は別の新たな夢があります。それは「会社への恩返し」
、
「陸上競技への
恩返し」
「もう一度競技場のスタートラインに立つ」です。私の経験を伝
えながら、車椅いす陸上という新たな舞台へ飛び込んでいきたいと考えて
います。再び夢に向かって一生懸命取り組むことで、支えてくださるたく
さんの方への恩返しができればと思います。

吉田啓希君、念願の中学生日本一！
ひ ろ き

中学２年生
男子形の部優勝

今年度全日本Jr.ナショナルチームに選考され、年４回の全日本合宿に参加中
しょ
うぶ

たいしん

天草市の空手道場「松武会躰心塾」の吉田啓希君
（本渡中学校３年生）
JOCジュニアオリンピックカップ
はまなす杯文部科学大臣旗争奪第10回全国中学生
空手道選抜大会（3月28日〜 30日：北海道北広
島市総合体育館)

本渡中学校 空手道部３年
吉田 啓希
５歳で空手道を始めて、今年で10
年目になりました。仲の良かった友達
が今の道場（躰心塾）に通っていたこ
とが空手道を始めたきっかけです。最初は軽い気持ちで始め
た空手道でしたが、小学１年で出場した県大会で優勝し、全
国大会に出場することができました。その時に、父から「日
本一になろう！」と言われ、そこから「日本一」を目標にし
た稽古がスタートしました。週４日の道場練習に加え、道場
が休みの日は自主練をし、空手をしない日は殆どありません

でした。それでも、全国レベルでは入賞するのが精一杯
で、日本一は近いようで、とても遠い目標だと感じてい
ました。そして、日本一を目標にしてから６年目、小学
６年のときに、全国大会で優勝し、悲願だった日本一に
なることができました。また、中学では、今年の春に開
催された全国中学生選抜大会で優勝することができ、再
び日本一になることができました。このような結果を残
せたのは、ご指導いただいている道場の先生方をはじめ、
本渡中学校空手道部の先生方や献身的にサポートしてく
れる両親のおかげだと感謝しています。現在は、全日本
ジュニアナショナルチームメンバーに選出され、世界一
も現実的な目標になっています。高校進学後は高校日本
一、高校世界一を目指し頑張ります。さらには、空手道
が正式種目に採用されたオリンピックで金メダルを獲る
ことが、今の夢であり目標です。
今後も空手道を通して、気力や体力を養うとともに、
夢実現や理想の人格形成ができるように、精進していき
たいと思います。

全国大会出場おめでとうございます
スポーツ全国大会出場者 （平成28年６月〜12月）

大
会
名
第11回全日本小中学生アーチェリー選手権大会（岡山県備生市）

第51回全国道場少年剣道大会（東京都）

平成28年度全国高等学校総合体育大会（岡山市）

やり投げ

第21回全国ジュニアゲートボール大会（埼玉県熊谷市）

第16回全日本少年少女空手道選手権大会（東京都）

平成28年度全国中学校体育大会（長岡市）
日清食品カップ
第32回全国小学生陸上競技交流大会（神奈川県）

競泳平泳ぎ
100ｍ
ジャベリックスロー
100ｍ

第24回全国中学校空手道選手権大会（新潟市）
第31回全日本壮年ソフトボール大会（宮崎市）
第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」
（岩手県）
トライアスロン
ねんりんピック長崎2016
（60歳以上）
（長崎県諫早市） ソフトボール
ジャベリックスロー・砲丸投げ
第16回全国障がい者スポーツ大会
「希望郷いわて大会」
（岩手県）
フライングディスク
第47回ジュニアオリンピック陸上競技大会（横浜市） 100ｍ、4×100ｍリレー
第30回全国都道府県対抗中学バレーボール大会（大阪市）

天草市体育協会では、全国大会に出場する団体及び個人に対して
全国大会出場奨励金（5,000円/人）を支給しています。この奨励
金は本紙面掲載の賛助会員様の会費で運営されています。

所属・学校名
（学年）
・出場者名
稜南中学校２年
戸田 匠記
本渡東中学校３年
岡部 悠平
稜南中学校３年
岸上
葵
天武館
本渡中学校２年
齊藤 優太
本渡中学校２年
樫木 武流
稜南中学校１年
岸上
凌
牛深高等学校３年
濵元伸乃介
天草工業高等学校３年
神田 和也
天草高等学校倉岳校
亀川小学校４年
江崎 大和
松武会
本渡南小学校２年
江口 春磨
躰心塾
本渡南小学校２年
川口 紗也
平道 大和
日本空手道 本渡南小学校２年
創心会
五和小学校１年
吉岡 明希
大楠小学校１年
浦田 泰士
有明空手
クラブ
浦和小学校１年
柴田 莉奈
御所浦小学校６年
脇島 大晴
御所浦小学校６年
村井
響
覇道塾
御所浦小学校２年
山﨑 晴明
御所浦小学校１年
濱本 春花
本渡中学校３年
酒井 大和
本渡北小学校６年
松下
翔
本渡南小学校６年
小川 愛未
倉岳陸上クラブ 倉岳小学校５年
笠松 友夏
本渡中学校３年
吉田 啓希
本渡中学校３年
村田 昴樹
本渡中学校２年
金子 千秋
本渡中学校２年
岡部心之丞
天草本渡クラブ
天草市トライアスロン協会
宮﨑 友和
天草本渡ＳＣ
小田 真美
有島 伸二
牛深東中学校２年
岩﨑 克真
本渡中学校３年
松原 大剛

期 日
6/25〜26

7/27

7/29〜8/2
7/30〜31

8/6〜7

8/17〜19
8/19〜20

8/26〜28
9/2〜5
10/2
10/15〜18
10/22〜24
10/28〜30
12/25〜28
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〔発行元〕一般社団法人 天草市体育協会
〒863-0033 天草市東町３番地

Tel：0969-27-6555

mail：info@ama-spo.net
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