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　「相良700年、悠久の流れに競え力と技」をスローガンに掲げた人吉球磨大会に、天草市選手団393名が22競技
31種目にエントリーした。昨年の“阿蘇大会”が熊本震災により中止となり２年ぶりの大会となったが、台風18
号接近のため、大会日程２日間を１日に短縮し人吉球磨地域を主会場に熱戦が繰り広げられた。
　台風前とは思われない好天気の中、短縮開催に試合方式の変更等で対応した種目もあり、バレーボール、ハンド
ボール等は決勝まで行わず複数チームが優勝となった。天草市チームはハンドボール女子（２チーム優勝）、バス
ケットボール女子（４チーム優勝）、バレーボール男子（４チーム優勝）、軟式野球（８チーム優勝）と健闘し総合８位、
女子総合４位となった。
　来年は上益城郡で開催予定だったが熊本地震による影響で日程、会場ともに分散した“特別大会”として開催予定。

第72回

■2017年９月16日（土）

■ハンドボール（女子）優勝（２チーム）
初戦から強豪宇城市と対戦したが、効果的な２ポイントシュートで突
放し18-12で勝利。準決勝は八代市に18-９のダブルスコアで圧勝。

▲入場行進優秀賞を受賞。福岡団長を先頭に、堂々の
入場行進！

▲天草市プラカード担
当の椎葉花音さん
（人吉市立第一中学
校）と岡村勇斗旗手
（バレーボール男子）

■軟式野球　Ｂパート優勝（４チーム）
１回戦は水俣市に３-２の接戦で勝利、２回戦は球磨郡に11-
２で圧勝。次戦の熊本市とも対戦したかった。

■バスケットボール（女子）優勝（４チーム）
初戦の２回戦、前回大会では惜敗の荒尾市に59-55でリベンジ。
準々決勝も56-51で山鹿市を撃破。前回大会の初戦敗退から奮起
して大躍進！

熊本県民体育祭
人吉球磨大会

■バレーボール（男子）優勝（４チーム）
１回戦は宇城市に２-１勝利、２回戦は地元、球磨郡に２-０勝利。準々決勝は台風
接近による時間切れで抽選となり、じゃんけん勝ちでベスト４となった。
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種　　目 成　　績
■第72回 熊本県民体育祭人吉球磨大会　競技別成績

種　　目 成　　績 種　　目 成　　績
陸上競技（男子）
陸上競技（女子）
水泳（男子）
水泳（女子）
軟式野球
ソフトボール（男子）
ソフトボール（女子）
ソフトテニス
卓　球
バドミントン（男子）
バドミントン（女子）

バレーボール（男子）
バレーボール（女子）
バスケットボール（男子）
バスケットボール（女子）
ハンドボール（男子）
ハンドボール（女子）
サッカー
柔　道
剣　道
弓　道
相　撲

優勝（４チーム）
２回戦敗退（９位）
２回戦敗退（９位）
優勝（４チーム）
１回戦敗退（９位）
優勝（２チーム）
ベスト８（５位）
中止
中止
13位
中止

中止
中止
17位
10位
優勝（８チーム）
中止
中止
３位
予選リーグ敗退（13位）
１回戦敗退（17位）
ベスト８（５位）

銃剣道
空手道
アーチェリー
テニス
ゲートボール男子
ゲートボール女子
ボウリング
グラウンドゴルフ（男子）
グラウンドゴルフ（女子）

中止
３位
９位
ベスト８（５位）
16位
16位
９位
５位
11位

■ソフトテニス ３位入賞
初戦は阿蘇郡市に４-１勝利、準々決勝
八代市に３-０で完勝。
準決勝では、優勝した宇城市に１-３で
惜敗。

■グラウンドゴルフ（男子）５位入賞
競技は短縮されたが、五木村の五木源（ごきげ
ん）パークで熱戦を展開。２位から６位までは
４打差という接戦のなか、５位入賞と健闘。

■空手道 ３位入賞
初戦は宇土市に３-１勝利。
準決勝で地元人吉と対戦し
２-３の接戦で敗退。

■テニス ５位入賞
１回戦は前回大会で完敗の山鹿市に
４-３の接戦でリベンジ。２回戦では
球磨郡に５-２で完勝。準決勝は優勝
候補の菊池郡市に善戦するも２-４で
敗退。３大会連続のベスト８。

■サッカー ５位入賞
１回戦荒尾市に４-２、２回戦は
球磨郡に３-１で勝利。準々決勝
では３試合目の体力消耗から宇
土市に２-５で敗退。

■バドミントン（女子）５位入賞
前回大会初戦敗退から奮起。初戦の２回戦、山鹿市に
３-２の接戦で勝利してベスト８。

第72回熊本県民体育祭人吉球磨大会
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第72回熊本県民体育祭人吉球磨大会

■水泳（男女）
男子17位、女子10位。女
子は55歳以上背泳２位、同
バタフライ３位、女子25歳
未満平泳ぎ３位と健闘した。

■卓球
予選リーグ敗退（13位）（阿蘇郡市に３-４、
八代市に０-４で敗戦）

■バスケットボール男子
初戦の２回戦で芦北郡に46-65
で敗退（９位） ■ゲートボール男子　予選リーグ敗退16位

（阿蘇郡市に16-18、水俣市に８-22で敗戦）

■ゲートボール女子
予選リーグ敗退16位（人吉市に16-18、
水俣市に８-23で敗戦）

■バレーボール女子
１回戦、宇土市に２-０で勝
利するも、２回戦で地元人
吉に１-２で敗退（９位）

■弓道　前々回山鹿市大会では優勝に輝い
たが…（13位）

■アーチェリー
チームワークは良かったが、実力発揮できず
（９位）

■ボウリング
レーンやオイル状態に対応しづらかった（９位）

■ハンドボール男子
初戦、宇土市に17-20で敗退（９位）

■グラウンドゴルフ女子
平均年齢75.8歳の天草市選抜チームで臨んだ（11位）

■バドミントン男子
初戦荒尾市に１-４で敗退（17位）
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　この大会は、選手発掘と夏練習の成果を試す
ために毎年８月の夕方から夜にかけて行われる
大会で、天草島外からの参加者を含め、小学１
年生から50歳代までの約550名の選手が参加し
ました。
　陸上愛好者にとっては、手軽に参加する事が
できるこの大会を機に練習を始め、今後に向け
て気持ちを切り替える選手も多く、また各世代

間の交流、地域交流の場としても大きな役割を果たしてきている大会です。
　私自身も学生の頃より参加し、最近では９月の県民体育祭の練習の一環
として参加しています。今年は、親子対決という周囲からのいつもより熱
い視線を感じる中で、高校生になった次女と同じ種目の組で初めて一緒に
走ることができました。幼い頃からいつも一緒に練習してきた娘が自分の
前を走って行く姿を後方より追いかけながら、楽しくもたくましくも感じ
られました。
　これからも自分自身の健康・体力維持も兼ねて、天草の子供たちの指導
をしていきたいと思います。

■2017年８月18日㊎・19日㊏ ■神奈川・日産スタジアム

■2017年8月11日㊎ ■本渡運動公園陸上競技場

女子４×100mリレー　■大会結果…●予選：５組３着54秒31（準決勝進出）●準決勝：２組５着54秒27

女子ジャベリックボール投げ

第33回 全国小学生陸上競技交流大会

第12回 天草市ナイター陸上競技記録会

　全国の各都道府県の予選を勝ち上がった小学５・６年生で
競われる陸上大会で、倉岳陸上クラブの児童５人が出場。女
子４×100mリレーに１走・池田、２走・笠松、３走・平、４走・
堀川が出場した。大舞台での緊張を感じた予選は、組３着
（54秒31）の順位で準決勝進出を決めた。
　大きな会場内での移動や猛暑などで疲労が見られる中で迎
えた準決勝は、決勝進出こそならなかったものの、絶妙なバ
トンリレーを見せて54秒27のチームベストで走りきった。ま
た、補員で参加した吉田も友好100mにプログラム１番で出
場。自己ベストに迫る堂々とした走りを見せ、リレー出場メ
ンバーに大きな勇気と勢いを与えた。約２年間で築き上げた
５人の絆は、最高の思い出と大きな感動を与えてくれた。

　全国大会に出て楽しかった事とくやし
かった事があります。
　楽しかった事は、他の県の人と仲良く
なっていろいろな話が出来、競技中記録
が伸びない時もお互いにはげましあいな
がらがんばれました。くやしかった事は、

あまり上手に投げられず、良い結果が残せなかった事です。
　全国大会で学んだ事がいっぱいあったので、今後のスポーツ
や生活に生かしていければいいなと思っています。

　「今回のような大舞台での貴重な経験ができたこと
は、応援してくれたみなさんと支えてくれた家族・
クラブの先生たちのおかげだと感謝しています。と
ても緊張しましたが、タイムでベストタイムを出せ
てよかったです。本当にありがとうございました。」

■倉岳陸上クラブ
（池田帆華、笠松友夏、平弥生、堀川静来、吉田陽泉）

天草市陸上競技協会　濱　いち子

■野崎桃子（牛深小学校６年）
　県予選での１位という結果に「まさ
か自分が」「大丈夫かなぁ」と戸惑い
ましたが、きつい練習を重ね大会にの
ぞみました。
　全国の舞台に立った感想は「すごい」
という言葉しか出てきませんでした。

精一杯予選で走りましたが、準決勝に行くことはできず全国
のレベルの高さを身をもって学ぶことができました。

■宮﨑隆央（本渡南小学校６年）

▲左から濱悠季菜、濱いち子

“日清食品カップ”

■大会結果…●37.5ｍ（35位）
男子80ｍハードル
■大会結果…●準々決勝敗退
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■2017年７月22日㊏・23日㊐・29日㊏・30日㊐ ■大矢野総合体育館
第43回 熊日学童五輪ミニバスケットボール

■永田監督コメント
　決勝の相手「山鹿」とは、これまで３回対戦し、１勝２敗。お互いに守り重視の接
戦になることは予想され、あきらめずに前からプレッシャーをかけ続けた。今大会を
通じて、「集中力と気迫」と言い続けたことも、優勝につながったと思う。11月の熊本
県大会に向けては、「天草ＡＢＢＡ」は全体的に小さいチームなので、更に速攻に磨き
をかけたい。また、フリースローも含めて、ミドルシュート力を強化したい。
 　選手たちは、コーチ陣の期待以上に本当によく頑張ってくれた。また、保護者の方々
の一体となった応援が、子どもたちに大きな力を与えたと思う。心から感謝したい。

■保護者会コメント
　３月初旬の南島原市での「ひまわりカップ」で思いがけぬ優勝。２週間後の「山鹿
温泉カップ」では準決勝で山鹿に１点差で敗退し３位。その後、５月の都城カップで
は４位、そして、７月初旬の佐賀の「がばいカップ」では５位と故障選手を複数名抱
え下降の一途をたどっていた。「がばいカップ」終了後、学童大会に向けてのスキル、
フィジカル、メンタル、のシフトチェンジを図る必要があり、保護者や先輩の中学生
にも協力してもらいトレーニングを積んだ。
　学童大会には５、６年選手全員がほぼ全力で臨める体制が整い、『みんなで』の力
で最後まで乗り切ることができた。選手、コーチングスタッフ、保護者会、先輩、Ｏ
Ｂ会の方々、その他応援してくださる地域の方々、その『みんなでつかんだ勝利』で、
真紅の優勝旗が初めて天草へ渡った。そして、次なる最大の夢（熊本県大会優勝）に
向けて、また挑戦していかねばなりません。

▲メダルを胸に

準決勝　 天草ＡＢＢＡ　52 vs 35　築山 決　勝　 天草ＡＢＢＡ　35 vs 31　山鹿

みんなでつかんだ勝利

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

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。

開催時期を11月から1月に変更
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１教室　500円/回　
問合せ先：（一社）天草市体育協会（天草市民センター内）☎0969㉗6555

　天草市と（一社）天草市体育協会主催で、どなたでも気軽に参加いただけるスポーツ教室 “Ama-Spo 
club”（火～金曜日）を開講中です。今回はそのうちの２教室をご紹介いたします。

　自己の身体やバランスボール等の用具を用いて、体を
支える中心部分をトレーニングし、健康で強くしなやか
な身体づくりを目指します。

　太極舞は主に太極拳の動きと呼吸法、中国の伝統武術や民
族舞踏の要素を取り入れ、中国音楽に合わせて踊る、誰にで
も簡単に親しんでいただけるエクササイズです。音楽に合わ
せてゆっくりと動きますので、初めての方や激しい運動が苦
手な方にもオススメです！

講師：野﨑友香 先生
時間：午後１時15分～２時45分

太極舞（タイチーダンス）教室

講師：山下洋介 先生（祐和會）
時間：午前10時10分～11時40分

ゆうわかい
やさしい体幹トレーニング教室火曜日

水曜日
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の紹介!

※毎回、受講前に参加費500円を徴収します。
※各教室、初回は無料です。まずはお試しでどうぞ。
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11
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.5Ama-Spo
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