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復活の天草トライアスロン、3年ぶりの開催!復活の天草トライアスロン、3年ぶりの開催!

　地元天草の皆さん、全国のトライアスリート、トライアス
ロンを愛し応援してくださる方々の心温まるご支援を支え
に、感謝の気持ちを忘れず第32回大会に向けての準備を進
めて来ました、そして2017年６月11日に「がんばろう熊本、
天草から元気を」を合言葉に‘熊本地震復興支援・第32回
天草宝島国際トライアスロン大会’を開催することができま
した。
　自然豊かな天草、人情豊かな天草、イルカが群れる海を
泳ぎ、潮風の海岸線にバイクを漕ぎ、地元の人たちの声援
の中を走り抜ける51.5km。九州選手権とエイジグループに
挑戦する600名のトライアスリートの雄姿に胸を熱くしなが
ら大会運営に汗を流しました。
　スタッフ、ボランティア等で関係頂いた皆様のご協力ご支
援、ご努力でこんなに素晴らしい大会を開催出来た事に心
からの感謝とお礼を申し上げます。

　熊本地震復興支援第32回天草宝島国際トライアスロン大会が無事に開催されたこと、心
よりお喜び申し上げます。当日は心配された雨も早々と上がり、絶好のトライアスロン日和
となりました。
　選手のみなさまと、応援していただいたみなさまの思いが今まで以上に詰まった、新しい
魅力を放つ素晴らしい大会になったと感じています。本大会をサポートさせていただくきっ
かけを与えてくださり、本大会実施に尽力された実行委員会の方々に深く感謝いたします。
　杉養蜂園にとって天草は、蜂蜜を集めてきてくれる蜜蜂の巣箱を置き、養蜂活動を行って
きた恵みの土地であり、非常に関係の深い場所であります。これからもみなさまの健康で豊
かな生活へのチャレンジを応援する企業として、天草と共に歩かせていただければ幸いです。

　３年ぶりに行われた天草
宝島国際トライアスロンで
優勝することができ、とて
も嬉しく思います。
　今回のレースは、熊本の
震災によって被災された
方々に「少しでも勇気を与
えられるような走りを」と思いながら走りました。
　私にとって天草トライアスロン大会の好きなと
ころは、ランコースで途切れることのない地域の
方々や関係者の方々の声援です。
　また来年も、２連覇を目指して頑張ります！

熊本地震復興支援
■2017年６月11日■本渡海水浴場スタート ～ 苓北町坂瀬川折返し ～ 大矢崎緑地公園フィニッシュ

第32回
天草宝島国際トライアスロン大会

　実行委員長　鯛瀬 優一

　第31回大会（2016年５月）の開催決定に伴い、大会へ向け
て船出したにもかかわらず、開催目前４月の熊本地震で大会中
止という苦渋の決断をする事になった。それから１年、一からの
出直しとなったが、大会開催で一番心配したのは、「バイク・ラ
ンコースに必要な190名の交通指導スタッフ確保」であった。
　私達の心配をよそに天草市体育協会加盟の各種目団体、天草
市交通安全協会、交通指導員の方々から心強い応援があり本当
に感謝感激であった。この方達に加え、282名のボランティア、
111名の役員・スタッフの方々の心温まるご支援で大会開催に
こぎつけることが出来た。選手からも「楽しかった、ありがとう」
のことばをもらい主催者としては苦労が報われほっとしたのと同
時に、多くの反省点が浮き彫りになってきた。今大会を無事に
開催できた事は、「天草トライアスロンの歴史に新たな１ページ」
が加えられる事となった。
　天草のトライアスロンの灯が再び燃え続けることができたの
も応援していただいた皆さまのお陰です。心からお礼申し上げ
ます。

天草市トライアスロン協会長

濱崎 二丸

杉養蜂園　代表取締役社長 米田 弘一

第32回天草宝島国際トライアスロン大会

九州ブロック選手権 女子 優勝
蒔田亜伽音 九州国際大学

　姉妹で１、２フィニッシュできたことが
何よりもうれしかったです。
　swim は姉と２人で並走して泳ぎ、最初
のブイを回るときに徐々に離されていきま
したが、自分のレースをすることに集中し、
swimを終えました。
　bike では、先にスタートした姉（蒔田亜
伽音選手：優勝）が待っていてくれたので
２人で力を合わせて頑張りました。bike 序盤でボトルを落としてし
まい、約35kmも水分なしで走らなければならなくなったのですが、
姉と一緒だったので、姉に水分をもらうことができ、助かりました。
今回の試合は久しぶりに両親が応援に駆けつけてくれたのでいつも以
上に頑張ることができました。
　この、天草の素晴らしい自然の中でレースできたことがとてもいい
思い出です。

九州ブロック選手権 女子 ２位
蒔田百合音 九州国際大学
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復活の天草トライアスロン、3年ぶりの開催!復活の天草トライアスロン、3年ぶりの開催!
　天草トライアスロンコースは、オリンピックディスタンス51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
発祥の地としてトライアスリートに憧れの聖地と言われている。
　受付時、降り続く雨で今後の天候が危ぶまれたが、スイムスタート時には天気も小康状態となり、雲仙普賢岳を
望み、野生のイルカが生息する早崎海峡を横目にバイクで疾走するころには青空が広がった。
　周回コースのランでは、あたたかい声援を送る人々で埋め尽くされ、フィニッシュ会場に用意された特設ステー
ジでは入賞者のスピーチを交えた楽しい表彰式が行われた。

　スイムで出遅れてしまい、少し焦りま
したが、得意のバイクランで追い上げる
展開で優勝することが出来ました。天草
大会のスイムはシンプルなコース、バイ
クは少しアップダウンのある景色がとて
もきれいなコース、ランはアップダウン
がほどよくある周回コースでした。
　今回は素晴らしい大会運営やボランティアの方々のお陰で安全
に楽しくトライアスロンを行うことができ、とても感謝していま
す。ありがとうございました。
　天草では美味しいものを頂き、ますます天草のことが好きにな
りました。また来年も優勝出来るように練習に励んでいこうと思
います。

九州ブロック選手権 男子 優勝
井辺 弘貴 九州大学トライアスロン部

　３年ぶりに開催された今大会は、
前日の開会式で選手宣誓という大役
を任せられ、当日は選手権の部に出
場した。
レース結果は、スイムで17位と大き
く出遅れてしまったが、得意のバイ
クで５位まで追い上げ、最後のラン
でも全力を振り絞り９位でのゴールだった。目標としていた３
位以内には入れなかったが、ベストを尽くすことができた。
　今大会にあたり大会役員の方々、たくさんのボランティア、
そして沿道で応援してくださった皆様方に感謝申し上げます。

九州ブロック選手権 男子 ９位
宮崎 友和 天草市出身

　海上保安庁最強チーム「TORAZARU」です。
　このチーム名をつけた理由は「トライアスロン
をする海猿（海上保安庁）」です。
　今回、優勝することができたのも、実行委員会
の方々をはじめ、多くの関係者の皆様が、安全を
一番に考え、準備していただいたおかげだと思い
ます。ありがとうございました。

リレー部門 優勝

swim 古賀義将
bike 森満雄作
run 宇土将人

TORAZARU
鹿児島県　海上保安庁
串木野海上保安部

　ボランティアの皆様をはじ
め大会運営に携わって頂いた
方々、沿道から熱い声援を送
って下さった地域の方々、本
当にありがとうございました。
　私は大学に入ってからトラ
イアスロンを始めましたが、
伝統あるこの天草の地で初めて優勝することが出来たこ
とをとても光栄に思います。今回の大会は、熊本地震の
復興支援と位置付けられていましたので、少しでも復興
に貢献できたのであれば、嬉しいです。

エイジ 女子 優勝
池田 麻貴 九州大学トライアスロン部



　熊本の復興支援として東京から初参
加。トライアスリートとして天草大会に
参加でき、とてもうれしく思います。前
日の夜から降り始めた雨がスタート直前
にぴたりと止み晴天になりとても良いレ
ースが出来ました。
　頑張ろう熊本!!　ありがとう熊本!!

　今年の正月、家族に「親子でトライアスロン大会に参加
しよう！」と提案し、我が家の夢への挑戦がスタートした。
　私が担当するスイムでは、若干の波があるものの、これ
までの経験と練習の成果を発揮し、11番目でフィニッシ
ュ。バイク初挑戦の長男は追い風に乗り順調にバイクを漕
いでいたが、折り返しすぎに足がつり、向かい風の影響で
なかなか前に進まない。しかし、野球で培った持ち前の根
性で、予想を覆し予定より早く、15位でフィニッシュ。
ここで一気にトップ10に食い込みたいところだが、次男
は練習不足もあり、不安の残る展開。しかし、ここでもサ
ッカーで鍛えた脚力を生かし、晴れやかに13位でフィニ
ッシュした。
　今回、親父の道楽に快く？付き合ってくれた息子達や、
ミサンガを作ってくれた娘、応援団長の妻のお陰で、家族
の絆が深まった思い出の大会となった。

　数ある大会の中から「天草」を選んだのは、妻の実家が天草であったというのが
理由です。参加してみると美しい天草の海を活かしたコース、地元の皆様の熱心な
応援やレース後のマッサージサービスなど、非常に魅力的な大会であることが分か
り以来毎年参加することを決めました。
　トライアスロン大会は、レース出場のみならず、大会前後に会場周辺を観光でき
ることも楽しみの一つです。海の幸、山の幸に恵まれた天草はこの点でも魅力的です。
日常生活から離れ、数日間天草で過ごすことですっかりリフレッシュされます。い
つか自分が年代別表彰台に登ることを目標にしたいので、これからも天草宝島国際
トライアスロン大会が継続開催されることを願っています。

■swim 唐津 徳碩
　私は食道癌の手術をしていて食事後すぐには出発できない。大
会当日も、３時には起床して食事し、スイム会場のトランジッシ
ョンエリアでバイク担当の平井さんとバイク位置を確認した。
　スイムは身体にとって「無重力の世界」だが、後続の泳者と腕
がぶつかったり、先行する選手のキックでコース取りがうまくで
きない。同時にスタートしたリレー部門の選手に大きく離されな
がらも何とかゴールし、歩くような足取りでバイクにつないだ。
雨上がりの路面を走行するバイクの平井さんの無事を祈った。

■bike 平井 信雄
　スイムの唐津さんの宣言通り45分ほどでアンクルバンドを
受け取り、乾き出した道路にスリップの心配も無くなり追い風
に乗って快調に走れた。折り返してからは向かい風にあきらか
にスピードダウン。それでも１時間47分ほどでバイクゴール、
富永さんにバトンタッチ。応援の知人に「あゝきつかった！も
う来年は出んばな」と笑い合いました。

■run 富永 榮子 
　第16回大会にリレー部門が開設され、その時56歳の私は初
めてリレー部門に参加、それから17年が過ぎた。
　朝からの雨が嘘のように晴れ絶好のトライアスロン日和とな
り、平井さんからアンクルバンドを受け取ると完走しなければ
ならないと言う重い責任を背負いながらスタートした。暑さに
何度も水分補給しながら…でも沿道のすごい応援に何度も励ま
されて何とか何とか完走出来ました。
　全員70歳以上の老人チームではありましたが「やればでき
る！」と胸を張って言えそうです。

チーム合計年齢211歳。リレー40チーム中37位で見事にフィニッシュ！

「夢への挑戦」

　ファミリーでユニフォ
ームを揃えて、長崎から
初参加です。来年もぜひ
来たい。

　飛行機も宿舎も予約していたので昨年の中
止決定後、天草まで来ました。その後上益城
や阿蘇で農業ボランティアもしました。天草
の大会が大好きで、今日は“不屈”Tシャツ
を着て完走することができました。熊本震災
にめげることなく“不屈”の精神で頑張りま
しょう。

■湯浅 和己（沖縄県）

■（写真左から）
　中山茂、大島洋介、中山武志（東京都）

■羽成 直樹（東京都）

■植田食品AC

■天トラ211（写真左から平井、唐津、富永）

■久保 慎司（長崎県）

参加者の声

（写真左から）swim 植田 伸広／bike 健太／run 睦輝
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復活の天草トライアスロン、３年ぶりの開催!復活の天草トライアスロン、３年ぶりの開催!



Ama-Spo club 会員
募集

入会
方法

１教室　500円/回　 ※各教室、初参加初回は無料です。まずはお試しでどうぞ。

問合せ先：（一社）天草市体育協会（天草市民センター内）☎0969㉗6555
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　Ama-Spo clubとは、どなたでも気軽に参加いただけるスポーツ教室です。スポーツ未経験者の方、スポ
ーツが苦手な方、スポーツを始めてみたい方、どなたでも大歓迎です。楽しみながらスポーツをはじめてみ
ませんか？　ご自身の都合に合わせて、好きな曜日に、興味のある教室へご参加ください。

※午前の部の受講希望者は午前10時に、午後の部の受講希望者は午後１時に市民センターロビーへご集合ください。

その他　◆会員には、月予定表を配布しますので、開講日をご確認ください。
　　　　◆毎回、受講前に参加費500円を徴収します。

天草市体育協会備え付けの申込書に記入の上、お申し込みください。入会金は不要ですが、
スポーツ安全保険加入（年額64歳以下1,850円、65歳以上1,200円）が必要です。

講師：山下真美 先生
場所：天草市民センター展示ホールまたは柔道場
時間：午前10時15分～同11時45分
準備品：水分・タオル・長めのスポーツタオル・
　　　　着替え等

コンディショニング教室

講師：若松由美 先生
場所：天草市民センター展示ホールまたは体育館
時間：午前10時15分～同11時45分
準備品：水分・タオル・帽子・室内用シューズ・
　　　　着替え等

講師：野﨑友香 先生
場所：天草市民センター展示ホールまたは剣道場
時間：午後１時15分～同２時45分
準備品：水分・タオル・帽子・室内用シューズ・
　　　　着替え等

太極舞（タイチーダンス）教室

講師：祐和會インストラクター
場所：本渡運動公園または天草市民センター体育館
時間：午前10時15分～同11時45分
準備品：水分・タオル・帽子・外履きと内履き用
　　　　の靴・着替え等

ゆうわかい

リズム体操教室
（やさしいレベル／普通レベル）

ウォーキング・スロージョギング教室火曜日

水曜日 金曜日

水曜日・木曜日
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○議決権のある当法人会員総数（28名）・出席会員数（27名）
　委任状（1名）
　福岡周孝会長の「正会員および賛助会員入会による強固な組
織づくりをし、さまざまな活動を通して市民スポーツの充実に
寄与していきたい。皆様の更なる協力をお願いします」との挨
拶の後、富田善三郎理事を議長に選任し議案審議を開始した。
■議案審議　第１号議案　平成28年度事業報告
　　　　　　第２号議案　平成28年度収支決算報告・監査報告
　事務局より、議案に関する説明の後、金澤監事により監査報
告があった。質疑応答後、本議案は原案どおり承認可決した。
■報告事項　①平成29年度事業計画
　　　　　　②平成29年度収支予算
　事務局より、①平成29年度事業計画、②平成29年度収支予算
に関する説明があった。本総会における全議案の審議および
報告を午後８時26分に終了した。

2017年6月14日㈬ 午後７時より
天草市民センター展示ホール

一般社団法人
天草市体育協会

開催日
6月24日・25日、７月１日

 おもな事業計画（平成29年度）
 6月11日 第32回 天草宝島国際トライアスロン大会
 14日 平成29年度天草市体育協会総会
 7月 4日 スポーツサポートプログラム事業 Ama-Spo clubスタート
    “Ama-Spo通信 vol.4”発行
 8月　　  スポーツ事業審査会（第１回）
 9月 7日 第72回熊本県民体育祭出場選手結団式
 16・17日 第72回熊本県民体育祭（人吉・球磨大会）
 10月　　  平成29年度 天草市体育協会研修会
  “Ama-Spo通信 vol.５”発行
 平成30年
 1月 上旬 熊本県体育協会　加盟団体長・理事長会
 12日 新年会（正会員、賛助会員）
 14日 倉岳えびすマラソン大会
 14日 第63回天草市民駅伝大会
 21日 第35回熊日郡市対抗女子駅伝大会
 28日 第12回天草マラソン大会
 2月11日 第44回郡市対抗熊日駅伝大会
 3月 下旬 “Ama-Spo通信 vol.６”発行

第1期定時総会が開催されました

平　成
29年度 天草郡市中学校総合体育大会
　各競技の優勝チームおよび太字チームは、平成29年７月22日～24日に開催の熊本県中学校総合体
育大会 芦北水俣郡市球磨人吉ブロック大会に出場します。

■ハンドボール競技県大会
　平成29年７月22日（土）・23日（日）
　天草市民センター体育館／
　本渡中学校体育館／稜南中学校体育館

■バスケットボール競技県大会
　平成29年７月22日（土）・23日（日）
　ウイング松橋（女子）１日目 
　上天草市大矢野総合体育館（男子・女子）１日目・２日目 

野    　　　球

バ レ ー ボ ー ル

サ  ッ   カ   ー

バスケットボール

ソ フ ト ボ ー ル

ハ ン ド ボ ー ル

ソ フ ト テ ニ ス

バ ド ミ ン ト ン

卓　　　　　球

剣　　　　　道

柔　　　　　道

空　　　　　手

種　　目 種　別 優　　勝 ２　　位 ３　　　位
大矢野中学校
阿村中学校
大矢野中学校
五和中学校
本渡中学校
倉岳中学校
大矢野中学校
苓北中学校
本渡中学校
栖本中学校
本渡中学校

本渡中学校
本渡中学校
有明中学校
河浦中学校
本渡東中学校
本渡東中学校
本渡中学校
御所浦中学校
本渡中学校

牛深中学校
姫戸中学校
維和中学校
本渡中学校
牛深中学校
本渡中学校
本渡中学校
本渡中学校
苓北中学校
本渡中学校
苓北中学校

牛深中学校
大矢野中学校
河浦中学校
有明中学校
本渡中学校
大矢野中学校
有明中学校
有明中学校

本渡中学校
有明中学校
本渡中学校
大矢野中学校
大矢野中学校
大矢野中学校

稜南中学校
稜南中学校
五和中学校
稜南中学校

大矢野中学校
牛深中学校
稜南中学校
栖本中学校
新和中学校

大矢野中学校
本渡中学校

河浦中学校
龍ヶ岳中学校
姫戸中学校
苓北中学校

苓北中学校

苓北中学校
本渡東中

4位 牛深東中学校

男　　子
女　　子
男　　子
男　　子
女　　子
女　　子
男　　子
女　　子
男　　子
女　　子
男　　子
男　　子
女　　子
男　　子
女　　子
男　　子
女　　子
男子組手
女子組手
男 子 形
女 子 形
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問合せ先：天草マラソン大会事務局（天草市民センター内）☎・FAX0969㉔7722　E-mail：run@ama-spo.net

天草マラソン大会第12回
と  き：平成30年１月28日㊐〈雨天決行〉

種　　目

スタート・フィニッシュ

募集定員

申込方法

参 加 費

期日：2017年９月16日㈯・17日㈰／会場：人吉市・球磨郡

フルマラソン

2,000人 2,000人

ハーフマラソン

天草信用金庫本店前～本渡運動公園陸上競技場

6,500円 5,500円

①RUNTESホームページ（http://runnet.jp/）で申込み
②大会事務局備付け備付の参加申込用紙（払込取扱票）による申込み
　※大会事務局へお問合せください。

　昨年の阿蘇大会が熊本地震により中止となり２年ぶりの県民体育祭が開催され
ます。天草市からは23競技29種目に約400人の選手が出場し、平成27年度第70
回熊本市大会の男女総合６位、
女子総合３位を上回る成績を
目指し各種目は強化練習に励
んでいます。

開催時期を11月から1月に変更

熊本県民体育祭人吉球磨大会第72回
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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.4Ama-Spo




