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　昨年までの11月開催を１月に変更して開催。
　昨年の3,769名を下回ったが北海道から沖縄まで
県内外から3,123名がエントリー。大会当日の深夜
は降雪の予報で心配されたが、曇り空のもと、天草
信用金本店前を、フル・ハーフマラソン２種目共に
午前９時にスタートした。
　フルは苓北町坂瀬川、ハーフが五和町御領を折り
返し、フィニッシュは昨年の大矢崎緑地公園から本
渡運動公園陸上競技場に変更された。
　スタートとフィニッシュ及び受付会場の天草市民
センター体育館が隣接していてランナーには好評で
あった。

　コース沿線の暖かい応援や、給水所での趣向を凝らし
た食べ物には、多くのランナーから「ありがとう、また
参加します」の声をいただいた。フィニッシュの陸上競
技場には23の物産テントが出店し、地元特産のかまぼ
こやうどん・チャンポン、お弁当等がランナーや観客の
お腹を満たしていた。

第12回
■2018年１月28日（日）

種　　目

総　　数

エントリー数 出走数 出走率
■第12回天草マラソン大会 参加状況

フルマラソン

ハーフマラソン

カードNo. 氏 名（住所） 記 録

男子
女子
男子
女子

男子

女子

1位
2位
3位
1位
2位
3位

1333
1087
1451
1909
1483
1479

1,358人
195人
1,173人
397人
3,123人

渡辺 暁雄（山鹿市）
岡田 浩一（益城町）
沖田 祐一（宇城市）
宮地 　環（長崎県）
新留 真紀（鹿児島県）
斎籐 瑞生（菊陽町）

2：33：18
2：35：49
2：39：11
3：21：00
3：21：53
3：23：05

1,076人
148人
947人
324人
2,495人

79.2%
75.9%
80.7%
81.6%
79.9%

完走率
95.7％
93.9％
99.6％
99.7％
97.6％

天草マラソン大会

フルマラソン 42.195km
■第12回天草マラソン大会 成績（敬称略）

カードNo. 氏 名（住所） 記 録

男子

女子

1位
2位
3位
1位
2位
3位

5336
5380
5747
5525
6316
6326

富田 誠四郎（天草市）
鹿子木 章（天草市）
田尻 貴之（宇城市）
中 　　景（上天草市）
宮川 由香（長崎県）
前田 淳子（大津町）

1：10：56
1：14：14
1：15：14
1：26：02
1：29：50
1：30：51

ハーフマラソン 21.0975km

カードNo. 氏 名（住所） 記 録
2：33：18
3：23：05

男子１位
女子１位

フルマラソン（熊本県内）

渡辺 暁雄（山鹿市）
斎籐 瑞生（菊陽町）

1333
1479

カードNo. 氏　　名 記 録
2：52：16
3：43：31

男子１位
女子１位

フルマラソン（天草市内）

堀内 宏之
萩原 真進

1771
1905

カードNo. 氏 名（住所） 記 録
3：29：30
4：32：43

男子１位
女子１位

フルマラソン（近畿圏内）

玉野 貴史（大阪府）
濱田 真里（兵庫県）

2040
1481
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第12回天草マラソン大会

ハーフマラソン男子　総合１位
富田 誠至郎（天草市）記録：１時間10分56秒

記録：４時間49分53秒

フルマラソン女子
中澤 禎子（千葉県）

フルマラソン男子
宮崎 秀（東京都）

記録：４時間58分00秒

　開催時期が１月に変更になり、熊日駅伝など今後の大
会の事を考えハーフマラソンの部に出場しました。アッ
プダウンはいつも通りきつかったが、風もなく走りやす
いコンディションでした。天草マラソン大会には、ほぼ
参加しています。ずっと続けて欲しい大会です。

▲写真左から
　２位鹿子木章（天草市）、１位富田誠至郎、３位田尻貴之（宇城市）

ハーフマラソン女子　総合１位
中　　景（上天草市）記録：１時間26分02秒

　コースも走りやすく、今日は自己ベストを出すことが
できました。天草マラソン大会は３度目の参加で、昨年
はフルマラソンに参加し30歳代２位でした。今年は熊本
城マラソンにも出場します。

▲写真左から
　２位宮川由香（長崎県）、１位中 景、３位前田順子（大津町）

　熊本城、指宿、福岡等の九
州のマラソンにほとんど出場
しました。前回は、ホテルが
取れなくてやむなく天草マラ
ソンをキャンセルしました
が、今回は早めにホテル予約
して、念願の大会に出場でき
ました。

　天草の景色を楽しみながら、
完走目指して走ります。天草マ
ラソンには４度目の出場で、他
の大会に比べると走りやすく、
給水所でのフルーツ類が楽しみ
です。今日は完走したあと、鹿
児島から千葉まで帰ります。明
日の朝から用事があるので…。

フルマラソン男子　総合１位
渡辺 暁雄（山鹿市）記録：２時間33分18秒

　今日はマラソン仲間と参加しました。30km過ぎから
はあまり余裕がありませんでした。天草マラソンにはフ
ル３回、ハーフ３回出場しています。今年は開催時期が
変わったのでフルマラソンへ参加しました。来年も参加
します。

▲写真左から
　２位岡田浩一（益城町）、１位渡辺暁雄、３位沖田祐一（宇城市）

フルマラソン女子　総合１位
宮地　環（長崎県）記録：３時間21分00秒

　天草マラソンには初めて参加しました。茂木根の坂が
きつかったです。開催時期が11月から１月に変更になっ
たそうですが、自分は走りやすかったです。沿道の応援
が良く、来年もぜひ参加して連覇を狙いたいです。

▲写真左から
　２位新留真紀（鹿児島県）、１位宮地環、３位齊籐瑞生（菊陽町）

フルマラソン最高齢者賞（72才）がプレゼントされ、
記録も昨年の５時間32分0４秒から大幅に更新！

今回は71回目の
フルマラソン！

参加者の声
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企業ボランティアの皆様に支えていただきました！

▲九州医療スポーツ専門学校の皆様のサポートで
　「完走後の至福のひととき」（本渡運動公園陸上競技場）

　天草マラソン大会は、小中学生、高校生、地区振興会や企業および一般ボランティアの方々に、受付、
荷物の受け渡し、給水、歩行者や車の交通整理など担っていただき、その運営を支えていただいています。
今大会では、活発に社会貢献活動・ボランティア活動を実践されている地元企業様に「天草マラソンのボ
ランティアとして今大会を支えていただきたい」とお願いしたところ、８企業様の協力を得ることが出来
ました。スポンサーの日本航空からもボランティアとして全国各地から参加していただきました。
　天草マラソン大会は、ボランティアや地域の人々と参加者が一体となり、ランナーが楽しく笑顔で駆け
抜けていける大会を目指しています。

▲昭和建設工業株式会社様（ショップかねこ横駐車場）

▲天草信用金庫様（大矢崎バス停横） ▲九州電力株式会社様（天草海鮮蔵付近）

▲株式会社熊本銀行様（キムラパン手前 市道入口）▲九州電気保安協会様（FRPノジマ前）

▲日本航空株式会社様（キムラパン付近待避所）

▲金子産業株式会社様（キムラパン付近待避所）

▲株式会社中村建設様（さくら自動車入口）

▲天草設備株式会社様（明瀬製菓付近駐車場）
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「小学校運動部活動の社会体育への移行とスポーツ少年団」

2018年２月11日㊐

天草市体育協会・平成29年度会員研修会

　大会前日に体育協会主催による「天草市選手結団式」が開催され、副市長をはじめたくさんの
来賓と選手及び関係者の方々が出席。松尾真一監督（本渡中教員）が「昨年を上回る５位を目標
としたい。今考えられるベストメンバーを配置できたと思っている」と挨拶。
　また、稜南中学校１年の杉尾泰刀選手が「これまでご指導いただいた走りを十二分に発揮し、
天草市民の皆様が『自分たちも頑張ろう』と思えるようなタスキリレーを行い、スタッフ・選手
一同、一致団結して熊本市までの107kmを走破することを誓います」と力強い選手宣誓を行った。
　レースは、１区の杉尾泰刀選手が４位と好位置でタスキを渡したが徐々に遅れ、７区・大中（区
間５位）、８区富田（同４位）、９区野嶋（同７位）、10区濱本（同３位）の走りを見せ、順位を
押し上げて健闘したものの、11位でのフィニッシュとなった。
　天草市陸上競技協会としても11月から週３回の合同練習会や選考会などでチーム力の向上を
図ってきたが、昨年６位から順位を落とす11位という結果で来年以降に課題が残った。
　来年は、練習会や選考会等でチーム力の向上を図り上位入賞を目指したい。

　平成31年度からの「小学校運動部活動の社会
体育への移行」は、スポーツに関わる者にとって
最大の関心事であり、約120人の参加者からの「ク
ラブ運営」「指導者育成・確保」等について活発
な質疑応答が行われ会場は熱気に包まれた。

　大会前、勝負の鍵は前半区間の走りと予想していた。その前半でつまずき、駅伝の鉄則である流れがつかめないまま目標達成にはほど遠い結果
となってしまった。来年度は選手選考方法の検討や、選手の意識を高めるために合宿を開催するなどこれまでにないことを実行し、再度「強い天草市」
の復活を目指して頑張りたい。地域のみなさまには温かいご声援をいただき、誠にありがとうございました。

　天草市役所前から熊本市のびぷれす熊日会館前までの14区間106.9キロで19郡市の代表が健脚を競い、熊本市が５
時間31分02秒で４年連続10回目の優勝。

　天草市は３位以内を目指すチームづくりのために、９月から週３回の合同練習を実施し、中学
生の走力の強化を図ってきたが、年度末から主力の高校生が怪我や体調不良で思うような練習が
できず、チームとしては不安な状態で大会を迎えた。大会では、序盤から厳しいレースとなっ
たが、５区齋藤真希選手（肥後銀行）が区間３位の走りで６位まで押し上げ、６区平野綾実選手（熊
本工業高）が５位でアンカーへつなぎ見事６位入賞。連続６位内入賞記録を11回に更新した。
　地域の皆さんのご声援・ご協力ありがとうございました。
■松尾真一監督　前半の中学生区間は厳しい展開になるだろうから我慢の走りをし、一般区間で徐々に順位を上
げ、総合８位以内を目標に掲げていた。一般区間の途中では、５位まで順位を押し上げる場面もあり、今年もまた
６位入賞することができた。これは主要区間の選手が力通りの走りをしたおかげだと思っている。今後は、熊本市
内で陸上に励んでいる選手を中心に、中学生の個人レベルアップが上位入賞に繋がると考えている。

　熊本市中央区のびぷれす熊日会館前発着、同市東区戸島町で折り返す７区間28.4キロで、19郡市が出場。最終区で
逆転した熊本市が１時間35分５秒で、４年連続14度目の頂点に立った。

熊日郡市対抗駅伝大会第44回

■松尾真一監督

2018年１月28日㊐

■平成30年２月22日㊍19:00～
■天草市民センター大会議室

熊日郡市対抗女子駅伝大会第35回

第５区
3.7㎞

第６区
6.0㎞

第７区
7.6㎞

第４区
11.7㎞

第３区
11.7㎞

第２区
7.7㎞

第１区
3.4㎞
杉尾泰刀
（4）10:32
（4）10:32

畑田拓海
（16）2:04:45
（13）12:29

梅川　隼
（14）2:25:20
（13）20:35

寺澤　匠
（9）35:16
（11）24:44

岩﨑喬也
（18）1:15:59
（18）40:43

洲崎遥平
（16）1:52:16
（9）36:17

大中亮矢
（14）2:50:13
（5）24:53

11 5:48:40 松尾真一

順位 監督記録 第９区
8.5㎞
野嶋大佑
（12）3:49:54
（7）27:18

第10区
7.3㎞
濱本　貢
（11）4:13:07
（3）23:13

第11区
4.4㎞
野崎大輔
（12）4:28:06
（13）14:59

第12区
11.3㎞
山本航平
（11）5:06:25
（11）38:19

第13区
4.7㎞
山﨑真也
（11）5:21:02
（6）14:37

第14区
8.3㎞
井上拓優
（11）5:48:40
（12）27:38

第８区
10.2㎞
富田誠至郎
（14）3:22:36
（4）32:23

第５区
５㎞

第６区
５㎞

第７区
５㎞

第４区
3.4㎞

第３区
４㎞

第２区
3.1㎞

第１区
2.9㎞

戸川賀七恵
（12）10:31
（12）10:31

齋藤真希
（6）1:05:13
（3）16:30

平野綾実
（5）1:22:37
（6）17:24

吉田瑠依
（15）22:23
（14）11:52

戸北葉月
（12）36:03
（8）13:40

塚田千尋
（10）48:43
（5）12:40

塚田智恵
（6）1:40:21
（10）17:44

6 1:40:21

順位 記録

松尾真一

監督

講 演 者
①酒井成寿氏
　（天草市小学校運動部活動社会体育移行検討委員会事務局）
②永田好文氏（熊本県体協地域スポーツ部部長）
③下舞祐介氏（熊本県体協地域スポーツ部主事）
スポーツ少年団事例発表
④岡田友成氏（本渡マリーンズ代表）〔学童軟式野球〕
⑤山口圭介氏（マローラ亀川コーチ）〔学童サッカー〕
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■2017年12月３日（日）９：00～ 17：00　■天草市民体育館

■2018年１月７日 ■佐賀県立高志館高等学校体育館（佐賀市）

■2017年10月29日
■今治市宮窪石文化公園（愛媛県）

［参加者数］26団体、延べ人数・331名
［競技種目］未就学児（幼年の部）、小・中学生による個人形
　　　　　　個人組手・団体組手（未就学児除く。小学１～２年の部は男女混合）

第12回 天草市親善空手道選手権大会

第39回 全九州インドアアーチェリー大会第17回全国障害者スポーツ大会
2017愛顔つなぐ
　　　　 えひめ大会

体育館などの屋内で行われる競技。距離は18ｍ、標的は直径４㎝の中心円が10点、
外に向かって１点ずつ少なくなり、満点が600点となる。

　天草市親善空手道選手権大会は第10回記念大会として開催。日本
代表選手であり芦北海王塾に所属する、飯村吏毅哉先生によるテク
ニックセミナーもあり、県内から多くの選手が参加した。有明空手
クラブの大島颯太選手（中学２年生）の力強い選手宣誓で試合が開始
され、個人形の部に119名、個人組手の部に212名、団体組手にお
いては、38チームが参加して、熱戦が繰り広げられた。
　個人形の部は、突き・蹴り・受けの空手道の基本的な技が披露され、
個人組手の部は、気合の入った選手のかけ声が響き渡った。団体組
手の部では、各道場が熱戦を展開し、保護者の声援もあって多いに
盛り上がった。　
　参加した選手は、日頃練習した成果を十二分に発揮し、勝利を目
指して頑張るばかりではなく、礼儀作法の習得や心身の鍛錬に励み、
空手道を通じて熊本県内各道場の親睦と融和を深めた。
　過去の大会では、天草市空手道連盟躰心塾に所属する吉田啓希選
手（現在は九州学院高等学校１年）が活躍し、形競技において全国大
会優勝の栄誉を勝ち取ることができた。
　2020年の東京オリンピックでは、空手道が正式競技として採用さ
れる。本大会に出場した選手の中から、オリンピックへ出場できる
ような選手を育成できるような大会運営を目指していきたいと思う。

　全国中学生アーチェリー大会６位
の戸田匠紀が出場。中学生最後の試
合からか緊張で思い通りの点数が出
ないが前半256点で首位に立ち、後
半は緊張もほぐれ261点の合計517
点で２位に23点差をつけ優勝した。
　４月から高校生になり、練習量を
増やし今年のインターハイ出場やＵ
－17の日本代表が目標。

　前半は281点、１点差で首位をキー
プ。後半は279点、合計の560点で
60人中２位となった。
　２月の台湾遠征試合、３月に静岡
県で開催される全国高校選抜大会な
どの経験を生かし、８月のインター
ハイでの上位入賞やＵ－20の日本代
表が今の目標。

　リカーブ部門50.30ｍにエントリー。台風22
号の影響で射った矢が風に流されて的に刺さる
のも危うい状況でしたが、何とか２位になり銀
メダルを手にすることができました。
　全国大会には３回出場していますが、銅メダ
ル２個と今回は銀メダル。金メダルを取れるよ
う頑張っていきたいです。
　アーチェリー競技は、障害者のスポーツから
始まって年齢、性別、障害に関係なく同じライ
ンでできる唯一のスポーツです。今後も、可能
な限り続けていろんな大会を楽しんでいきたい
と思っています。

【中学生男子】戸田匠紀
（稜南中学３年）

【少年男子】戸田悠登
（東海大学付属熊本星翔高校２年）

インドアアーチェリーとは

▲開会式

▲組手試合

▲左から小学３年男子形優勝・山下聖人選手、準優勝・平道大和選手

▲有明空手クラブの大島颯太
選手（中学２年生）の力強い
選手宣誓

【アーチェリー
 競技出場】
　　　松本弥生
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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。

前半は、イスを用いたストレッチや体幹トレーニングなどを
行います。後半は、リズムに合わせ身体を動かします。身体
もぽかぽか温まり、運動不足と感じている方も、参加しやす
いメニューになっています。

　私たちの身体には、約650の筋肉、そして約200の骨があります。
それらを“整える”ことが「美しさと健康」へとつながります。
自らの身体の状態を知り、筋肉をほぐしたり、正しく使うことで、
身体のゆがみなどを改善するプログラムになっています。

講師：山下真美 先生（K・DANCE）
時間：午前10時10分～11時40分（90分間）

コンディショニング
講師：若松由美 先生（ユミダンススタジオ）
時間：午前10時10分～11時40分（90分間）

やさしいリズム体操木曜日 金曜日

初回無料!

１教室 500円/回　各教室、受講前に徴収します。※年会費・入会金0円。各教室お試し参加、初回は無料。
全教室、初心者でも参加しやすいプログラムになっていますので是非お試し下さい。

6 通信  vol.6Ama-Spo

Ama-Spo club 会員募集中!!
■開講場所：天草市民センター展示ホール、体育館、剣道場。
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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.6Ama-Spo


