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2017年２月12日㊐

天草市、健闘！！前年（８位）を上回る６位入賞

天草市は惜しくも表彰台を逃す４位！！

期 日  2017年１月８日㊐

1

　参加者からは開催不安の声も聞かれる大雨の中、受付
が進んだ。幸い、午前10時のスタート時には雨も小康状
態となり、10km、５km、３kmのコースが無事に終了。
特産品コーナーや郷土料理も参加者に好評だった。

　この大会は旧本渡青年団が「本渡市内一周駅伝大会」と
して開催していたもので、合併を期に「市民駅伝大会」と
して毎年１月に開催。１区間２㎞前後（全区間14㎞）に30
チーム参加。今年度は開会式の司会進行を稜南中学校の濱
悠季菜さん、閉会式・抽選会を天草高校の濱菜々穂さんに
おこなってもらい、学生から一般まで皆で作り上げた手作
りの大会となった。参加者全員に豪華？賞品が当たる抽選
会もにぎわった。
　気楽に参加できる大会
です。職場や学校などで
チームを作り参加してみ
ませんか？

　大会前日、体育協会主催により、市長はじめたくさんの来賓と関係者の方々
が出席のもと「選手結団式」を開催。選手をはじめスタッフ一同戦いを明日
にひかえ気持ちが高まる中、今回初めて采配を振るうことになった松尾監督
（本渡中教員）が「良くて６位、悪くても８位には入りたい。その目標を達成
するため11月から合同練習を行ってきた。天草市民に元気を与えられる走り
をしたい」と挨拶。
　レースは前半の遅れを９区富田が区間４位の走りで順位を押上げ、その後
13区の田中、14区の大田が6位入賞をキープした。
　４連覇をした時の強い高校生が卒業し、ここ数年メダルには届かない状態
だったが、後半の粘りで目標の６位でフィニッシュすることができ、来年に
向けた足がかりができた。
　今後、天草市陸上競技協会として、過去４連覇及び男女アベック優勝した
時のような強い天草市を取り戻し、地域の皆様に感動を与えられるような走り
ができるチーム作りを目指したい。
　地域の皆様方には、長時間にわたる応援ありがとうございました。

　天草市チームは、昨年２位の実績をもって大会に挑んだが、昨年重要ポイントを担
った肥後銀行の上野選手及び１区を快走した稜南中の山下選手が欠場。その穴を埋め
ようと他の選手の重圧が高くなり、１区から思い通りのレース展開ができなかった。
女子駅伝は毎年中学の先生方による合同練習の結果、コンスタントに６位入賞をして
きている。今年も表彰台まであと一歩のところだったが、駅伝は本当に難しいと感じた。

　前半の中学生区間、長丁場の区間が最低限度の
走りをし、後半区間が粘りの走りで見事６位入賞。
選手たちのひたむきな努力とレースへの高い集中
力のおかげだと思っている。来年度以降につなが
る走りができたとともに、長丁場を走る選手の育
成などの課題も出てきた。年間を通して定期的な
練習会を開くなど、天草の長距離界を盛り上げて、
底辺の拡大に努めていきたい。

■宮田知政監督 （牛深東中教員）中学生区間の前半から縦に長い
展開となり、ライバル郡市とも差が開く形となった。中盤以降も単
独走の場面が多く、前を捉えるには少し厳しかった。接戦の中での
レースでリズムをつくりながらレースを進める上位３チームとの差
はなかなか詰められなかった。

　天草市役所前から熊本市のぴぷれす熊日会館前までの14区間106.5キロ
で19郡市の代表が健脚を競い、熊本市が５時間31分57秒で３年連続９度
目優勝。

　熊本市のぴぷれす熊日会館前をスタート・ゴールとして、７区間28.4キロで
行われ、熊本市チームが大会新記録で３年連続13度目の優勝。

【大会結果】
　■10㎞〔一般男子〕ハウズ・グレッグ
〔一般女子〕松下真紀子〔高校男
子〕松永大輝〔高校女子〕緒方瑞穂
■５㎞〔一般男子〕浦川優也〔一般
女子〕有留蘭〔高校男子〕松永悠吾
〔高校女子〕井坂七海〔中学男子〕
井上拓優〔中学女子〕井手尾更紗
■３㎞〔一般男子〕小森高志〔一般
女子〕上嶋知子〔小学男子〕瀬戸口
一行〔小学女子〕田中環和

【大会結果】
　〔一般の部〕天草高校陸上部〔混合の部〕ARC〔中学男子の部〕本中陸上部
長距離B〔女子の部〕稜南中女子駅伝部

熊日郡市対抗駅伝大会

大えびす像が見守る雨中の1,145人

第43回

■松尾真一監督（本渡中教員）

第26回倉岳えびすマラソン大会
第63回天草市民駅伝大会

場 所  天草市倉岳町

（熊本陸協・熊日主催）

2017年１月22日㊐熊日郡市対抗女子駅伝大会第34回
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期日：2017年１月15日㊐  場所：西の久保公園
主催：天草市陸上競技協会
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天草市立稜南中学校２年　戸田　匠紀
　７歳でアーチェリーを始めて、今年で８年目になりました。２歳
年上の兄と２人で参加した天草アーチェリー協会主催の体験教室が
とても楽しく面白かったのがアーチェリーを始めたきっかけです。
　最初は、遊び感覚で始めたアーチェリーでしたが、小学校４年で
初めて出場した全九州小学生大会で、練習のときは勝っていた兄に
負けたことが悔しく、週１回の練習から週３回の練習に加え、練習
が休みのときは自宅でゴムを引いての筋力トレーニングや父の仕事
が休みの日は、天草アーチェリー場での自主練習をしました。
　それでも、小学５年で出場した全九州小学生大会でも優勝するこ
とが出来ませんでした。さらに練習に励み、小学６年のとき、当時
目標にしていた全九州小学生大会で優勝することができました。ま
た、中学では、昨年の６月に岡山県で開催された全日本中学生アー
チェリー大会で４位になることができました。
　このような結果を残せたのは、天草アーチェリー協会の先生方を
はじめ、県アーチェリー協会強化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、全日本アーチ
ェリー協会主催のジュニア合宿に参加しています。今年が中学校生
活最後の年になりますので、夏に開催される全日本中学生アーチェ
リー大会で日本一を目指して頑張ります。さらには、高校生で続け
ている兄や、最近始めた弟と兄弟でオリンピック出場が今の夢であ
り目標です。
　今後もアーチェリーを通じて相手を誠実に思いやり尊敬し真剣に
競技して、よきアスリート、心豊かな人間になることを目指します。

メダリストとアーチェリー体験 期日：2016年12月10日㊏
場所：天草市民センター

■期日：2017年２月18日㈯ ■場所：本渡運動公園陸上競技場

期 日　2017年1月29日㊐
場 所　天草市新和支所前
　　　 スタート・ゴール

　アーチェリーのロンドン五輪個人銀メダリストの古川高晴選手と、団
体銅メダルの川中香緒里選手２人を招いた体験教室を開催。
　天草市は県内でもジュニア選手の育成が盛んな地域といわれていま
す。今回も地元の小中高校生をはじめ福岡や鹿児島からの45人が参加
しました。

　好天に恵まれて、第９回天草タグラグビー教室を開催。今年は高学年児童が色々な行事と
重なり、昨年より参加児童は若干少なめの教室になったが、会場には、真剣なまなざしと子
ども達の笑顔と歓声があふれた。プレーにも将来楽しみな子ども達が多く見られ、一人のけ
がも無く子ども達、スタッフ共に気持ちよい時間を過ごすことができた。
■天草市タグラグビー普及協会長　立川和行　毎年この教室を続けて行くことで、チームプレーから素晴ら
しい仲間作りを学び、ラグビーだけでなく各種スポーツへのきっかけになればと思う。また今年は日本代表
の国際テストマッチの対ルーマニア戦が６月10日、「えがお健康スタジアム」にて開催決定。熊本初の日本
代表・国際試合で、選手の迫力あるプレーとゲームの面白さをスタジアムでご観戦ください。

　今大会で最後となった「天草ロードレース大会」が市新和支所
周辺を発着点とする４つのコースで開催され、市内外から501人
が参加。新和町出身の浦田春生さんの1992年のバルセロナ五輪出
場（男子１万ｍ）を記念し、天草陸上界の底辺拡大と競技力の向
上を目的に平成８年から始まり今回で22回目となる大会。
　レースには肥後銀行女子駅伝部の招待選手をはじめ全国高校駅
伝大会で３位となった浦田氏の母校・九州学院高校や県内外の強
豪高校から有力選手が出場し、風のない絶好のコンディションの
中、部門別の大会新記録が樹立されるなど、白熱したレースが展
開された。一方、ファミリーの部では、仲良く手をつないでフィ
ニッシュする微笑ましい姿も見受けられた。
　最後の大会の特別企画として、浦田春生氏のバルセロナ五輪決
勝の当時の放映や五輪の制服や数々のトロフィーなどを展示した
ブースも特設され、閉会式終了後には新和町の特産品が当たる抽
選会や餅投げなどで来場者にも楽しんでもらえました。

■古川選手
アーチェリーが「かっこ
いい」「楽しい」と思って
もらって続けてほしい。
東京オリンピックまで
「後４年しかない」では
なく「後４年ある」とい
う気持ちで望んでいる。

■川中選手
中学までソフトテニス、
バレーボール。「面白そ
う」と思って始めました。
緊張感が伝わりやすい競
技ですが、アーチェリー
を知ってもらい楽しんで
もらいたい。

「天草の陸上長距離界の底辺拡大
と競技力向上を目指し開催してき
ました。これまで多大なるご支援
とご協力、沿道でご声援いただい
た皆様方に心から感謝とお礼を申
し上げます。」

◀左から古川選手、戸田光成君（小
３）、悠登君（高１）、匠紀君（中２）、
川中選手

▶陸上長距離で活躍された浦田春生氏
の功績を後世につなげていくため、
大会実行委員会より天草市陸上競技
協会へトロフィーが寄贈されまし
た。天草市陸上競技大会・長距離部
門の、優秀選手男女各１名に浦田春
生賞が授与されることになります。

【大会結果】
■10㎞〔高校男子〕西田壮志（九州学院）〔一般男子〕富田誠至郎（天草
信金)〔一般女子〕福田妃加里（肥後銀行）■５㎞〔中学男子〕内田征冶
（宇土鶴城中）〔高校男子〕山下裕渉（天草高）〔高校女子〕福田詩音（東
海大福岡高）〔一般男子〕大田侑典（河浦中教員）〔一般女子〕齋藤真希
（肥後銀行）■３㎞〔中学男子〕成田翔馬（熊本市）〔中学女子〕川原一文
（小竹中)〔高校・一般男子〕山本純嘉〔高校・一般女子〕松本亜子（大牟
田高）■1.5㎞〔ファミリー〕小山温太・岩崎天海（新和小）〔小学男子〕山
下泰生（本渡南小）〔小学女子〕松野藍霞（豊岡ＲＣ）

こうき

ゆうと なるき

Ｔhe Final 浦田春生バルセロナ五輪出場記念

天草ロードレース大会第22回
◀富田善三郎 大会長

「競技者として常に高い目標と向
上心を持って、世界を目指して全
力で競い合うことを意識してくだ
さい。参加者の中から東京五輪に
出場するような選手が出てくるこ
と期待しています。」

◀浦田春生氏

なるき

タグラグビー教室 in 天草
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　福岡、大分からの参加も含め県内外から16
の小学生チームの参加で“第２回天草サンタ
カップミニバスケットボール大会”を開催。
　この大会は、平成27年度より天草市バスケ
ットボール協会及び（一社）天草宝島観光協会
の協力、天草市及び天草市教育委員会の後援
を受けて、クリスマスの素敵な気分の中でス
ポーツを通じて、広く子ども達の親睦と融和
を図ることを目指し開催している事業です。
　今年度は熊本地震の被災地から上益城連合
チームと宇城市から４チームが参加し、交流
を深めることができました。優勝は大分から
参加の“中津選抜チーム”で、素晴らしい技
術を天草の子ども達に見せてくれました。ま
た、来年も多くの子ども達に喜んでいただけ
る大会に育てていきたいと思います。

サンタカップ実行委員会

■天草選抜Ａクイーンズ 
木村美月キャプテン

　私は、県外のいろいろなチー
ムと試合をすることで、自分の
チームにはまだ足りていないと
ころを改めて感じました。また、
相手のチームの良さをたくさん
見つけることができ、とてもい
い経験になりました。

■天草選抜シーハピネス
田西真衣キャプテン

　私は、サンタカップに選抜チ
ームとして出場して、県内外の
強豪チームと対戦し、学ぶこと
がたくさんありました。強いチ
ームから学べる事はたくさん吸
収してこれからのプレーに生か
していきたいです。

天草サンタカップミニバスケットボール大会

優　勝
中津選抜（大分）

準優勝
宇土ファンキー
３　位

天草Aクイーンズ
宇城ザイル

「サンタカップに参加して」

◀優勝した
　大分の
　中津選抜
　チーム

◀開会式の様子

試合結果

　熊本地震からの復興を祈念し、財団法人熊本県体育協会
が行う事業。県内で活躍するトップアスリートを地域団体
へ派遣してスポーツ教室を開催！ 
　一般男女と天草工業高校生の総数42名が参加。２月とは
思えぬ青空が広がる快晴の本渡運動公園テニスコートでは、
国体出場経験者の前田晋吾（熊本市社会教育振興事業団）、
姉川武（熊本県スポーツ振興事業団）、菅村彩香（ＲＫＫル
ーデンス）の３コーチの熱く楽しいレッスンが繰り広げら
れた。予定時間を過ぎた午後の時間も前田コーチの特別レ
ッスンが夕方まで続いた。

　天草地域の子ども達を対象に、走る楽しさや正しい走り方を中心
に体の使い方を学ぶ事を目的にはじめての開催。
　熊本市のクラブチーム「KURS」の指導者が、約200名の参加者
を４～６歳のキッズ、小学生、中学生の３つのカテゴリーに分けて、
それぞれ運動の基本である走法や、体の使い方を指導。小・中学生は、
より専門的な動きを、キッズは親子でフープやゴムひもハードルで
楽しく体を動かし、最後は50m走を測定した。
　子ども達のハツラツとした元気な動きに、つい指導者も熱くなり、
時間いっぱいまで指導が続いた。今回の教室から、運動能力や体力
の向上だけではなく、コミュニケーション能力の向上や仲間づくり
の大切さを感じてくれることを期待したいと思う。

　日本女子ハンドボールのトップレベルの戦いが、小中学生を含む約
700名観客の大声援を受け、４年ぶりに天草で繰り広げられた。
　全勝で現在リーグ１位石川県「北國銀行」と２位地元熊本県「オム
ロン」のプレーオフの順位を賭けた戦いが、正午、北國銀行のスロー
オフで始まった。
　前半は、立ち上がりから北國銀行が５連続得点と主導権を握るも、
オムロンの安定した守りや東濱選手の活躍で23分に同点に追いつい
た。その後両チームとも堅い守り、両GKのナイスセービングもあり、
前半12対12の同点で折り返した。
　後半はオムロンのパスミス、シュートミスが続き、北國銀行の速攻
でじわじわと点差は広がり、26対19で地元ホームゲームを勝利で飾
ることはできなかった。ロースコアのゲームだったが、お互いの激し
い攻防と、スピード感あふれる華麗なプレーで観客を魅了した。

■天草工業高校 亀子主将
　日頃は何気なくやっている
こともレッスンを受けて改め
てチェックポイントを感じる
ことがあった。特にサーブを
打つときのラケット面の使い
方を教えてもらえたので次に
いかしたい。

■天草市陸上競技協会
　副会長　大川　豊

　「募集期間が短かったが、
それでも多数の参加を得て
驚いています。天草の陸上
競技の底上げを目指し、来
年度もぜひ実施したい。」

■観客の男性（58歳）　地元開催と聞いて楽しみにしていました。
さすがに日本トップレベルの試合でスピード感、多彩なプレーと
迫力ある激しいぶつかり合いに感動した。これを機に天草のハン
ドボール界も再び盛り上がって欲しい。他のスポーツでもこうい
う機会を是非つくってほしい。

ハンドボールは１試合25点ぐらいが目安になり、20点を切るようだとロ
ースコア、30点を超えるようならハイスコアと言われます。セットオフ
ェンスの「良質な得点」だけだと、25点ぐらいが限度です。上積みをす
るには、速攻での「シンプルな得点」がどうしても必要になってきます。

トップアスリート派遣“テニス教室in天草”天草キッズ＆ジュニア陸上教室

日本リーグ天草大会４年ぶりに開催!!

■2017年２月19日㊐ ■本渡運動公園テニスコート■2017年２月18日㊏ ■本渡運動公園陸上競技場

■期日　2016年12月17日㊏・18日㊐
■会場　天草市民センター体育館ほか

2017年２月18日㊏・天草市民センター
北國銀行　26　（12 前半 12）　19　オムロン

（14 後半  ７）

第41回日本ハンドボールリーグ

ひとくちmemo「ロースコア」
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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

〔発行元〕
通信  vol.3Ama-Spo
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