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第33回 天草トライアスロン大会
2018年６月10日（日）

　第33回天草宝島国際トライアスロン大会、天草市体育協会の皆さんには昨年に引き
続き今年もご支援ご協力いただきありがとうございます。
　その他ご協賛頂いた企業の皆さん、スタッフとしてご協力頂いた方々、本当に多く
の方々に支えられて開催することが出来ました、皆さま方のご支援に心から感謝申し
上げます。ありがとうございました。
　天草大会の運営にかかわりこの大会を続けていく意義、日本トライアスロンの始ま
り、歴史といったものを考えますと継続する事の責任を強く感じております。地域お
こしのために始められたトライアスロン大会、51.5km発祥地としてその距離はオリ
ンピックディスタンスとなりました。手探りで始められた先輩の気持ちを思い頑張り
たいと思います。
　今後ともご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

▲給水所のボランティアを行う拓心高校

熊本地震復興支援

大会実行委員長
熊本県トライアスロン連合会長　　鯛瀬　優一

　天候、水温に恵まれた１日となり、最終参加者数は九
州ブロック選手権53名、エイジ483名、リレー43チー
ムでスタートしました。沿道での地元市民の応援、ボラ
ンティアスタッフの協力のもと盛大に開催されました。

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
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松本 祥司さん（天草市）

　今日はいつもより体調が悪く
心配もありましたが、最終的に
は楽しんでゴールすることが出
来ました。ありがとうございま
した。来年も挑戦したいと思い
ます。

中村 光孝さん（熊本市）

　今大会の目標は３時間をきる
ことでしたので、目標を達成す
ることが出来ました。毎日ラン
ニング10km、週１回のバイクと
スイムの練習を行いました。ス
イムが苦手なのでランとバイク
で追込みを行いました。トライ
アスロンは２回目の参加で天草
トライアスロンは初参加です。
今後も更なる目標達成を目指し
て練習を行っていきたいです。

九州ブロック選手権 宮﨑友和さん（天草市）福井国体を目指して
　まず始めに昨年から主催が変わり、県と地元トライアスロン協会が主体となり開
催された大会に今年も選手として出場させていただけた事に感謝いたします。
　今年は福井国体を兼ねた選考レースということで、九州選手権は男子43名のエン
トリーがありました。目標を総合３位以内、熊本県１位に掲げ今大会に臨みました。
　レースはスイムから積極的にいき良いポジションを目指しましたが、思うような
泳ぎができず20位でスイムアップしました。続くバイクは、とにかくスイムで出遅
れた分を取り戻そうと前半から飛ばしましたが、先頭集団とは差がひろがりバイク
を終えました。そして最後のランですが、家族や同僚、そして地元の方々の大声援
を受けながら、一つでも順位を上げようと最後まで全力を振り絞りゴールを目指し
ました。結果は、総合13位、熊本県２位という結果でしたが、県代表として福井国
体への出場権利は獲得することができました！ 10月７日の福井国体では、良い結果
を残せるようこれからも努力していきたいと思います。
　最後に今年も会場や沿道で応援して下さった方々には感謝申し上げます。本当に
ありがとうございました。

リレー
天草信用金庫チーム（天草市）

　初めての現チームでの参加でしたが、目標タイムでゴール
することができ、嬉しく思います。練習は各自で行いました
が、それぞれが意識を高くもち本日のレースに望めました。
　また、給水所では天草信用金庫が企業ボランティアとして
参加していたのでたくさんの応援をもらいました。来年も３
人で参加できたらと思います。

写真左から　バイク上田さん、スイム浦田さん　ラン富田さん

出場選手の声
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【スポーツは、「するモン」「みるモン」「ささえるモン」】
2018年 ９月８日㊏、９日㊐、15日㊏、16日㊐、22日㊏、23日㊐

第73回 熊本県民体育祭特別大会
～熊本復興 スポーツで輝く未来の創造～

　熊本地震からのスポーツによる復興を祈念する特別大会として、９月８日～ 23日の３週間にわた
り、県内各地で開催され、天草市からは選手・役員約430人が22競技に参加予定です。
　昨年大会（人吉球磨大会）は台風の影響で２日目が中止となった競技もありましたが、各チーム
は昨年以上の飛躍を期して強化練習に励んでいます。
※天草市では９月15日（土）、天草市民センター体育館において剣道競技が開催されます。

阿蘇市

熊本市

嘉島町
八代市

熊本市

山鹿市

熊本市

山鹿市

大津町
山鹿市
天草市

熊本市

菊池市
熊本市
菊陽町
熊本市
菊池市

熊本市

菊陽町

阿蘇市阿蘇農村公園あぴか陸上競技場
熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）
水前寺野球場
県民総合運動公園 野球場Ａ・Ｂ
嘉島町総合運動公園 野球場
球磨川河川敷スポーツ公園
県民総合運動公園 メインコート

熊本市総合体育館 大体育室
山鹿市カルチャースポーツセンター 総合体育館
山鹿市鹿本体育館（15日）
東海大学付属熊本星翔高等学校 体育館
熊本県立熊本農業高等学校 体育館
熊本県立熊本西高等学校 体育館
山鹿市カルチャースポーツセンター 総合体育館
山鹿市鹿本体育館、山鹿市鹿央体育館（22日）
大津町運動公園　球技場・陸上競技場
山鹿市カルチャースポーツセンター 総合体育館
天草市民センター体育館
南部総合スポーツセンター弓道場
県民総合運動公園 相撲場
菊池市立泗水体育館
託麻スポーツセンター
菊陽杉並木公園さんさん スポーツ広場
熊本クレー射撃場
熊本県立菊池農業高等学校 馬術競技場

県民総合運動公園 屋内運動広場（パークドーム熊本）

namcoワンダーシティ南熊本店ワンダーボウル
菊陽杉並木公園さんさん ふれあい広場

９月16日㊐
９月８日㊏・９日㊐

９月15日㊏・16日㊐

９月８日㊏・９日㊐

９月15日㊏・16日㊐

９月22日㊏・23日㊐

９月15日㊏・16日㊐
９月９日㊐
９月15日㊏
９月15日㊏・16日㊐

９月16日㊐

９月22日㊏・23日㊐
９月８日㊏・９日㊐
９月８日㊏
９月８日㊏・９日㊐
９月15日㊏・16日㊐
９月９日㊐
９月８日㊏・９日㊐
９月15日㊏・16日㊐

陸上競技
水　泳

軟式野球

ソフトボール
ソフトテニス
卓　球
バドミントン

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール
サッカー
柔　道
剣　道
弓　道
相　撲
銃剣道
空手道
アーチェリー
クレー射撃
馬　術
テニス
ゲートボール
ボウリング
グラウンドゴルフ

競技名 期　　日 会　　　　　　　場 開催市町村

天草市春季オール天草オープン卓球大会桜まつり協賛
　４月１日㊐、桜まつり協賛天草市春季オール天草卓球大会
が天草市営体育館にて行われました。
　この大会は、春の恒例行事として県内でも有数の規模を誇
り、毎年多数の方が来島され、天草市内はもとより、熊本市・
阿蘇市・八代市など県内各地より約170名の選手の参加を頂
き、盛大に開催されました。選手の中には県内トップの大学
生や東京パラリンピックを目指す八代市の男性などの参加で、
午後７時すぎまで見応えあるラリーが続きました。
　また、フレンドリーの部では各地の選手同士が交流を温め、
「また来年お会いしましょう！」と再会を楽しみに競技を終え
ることができました。
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トップアスリート育成助成金
　昨年度から、天草出身の若きアスリートを応援することを目的に天草市と協働で開始した事業。 “天草市強化指定選手”
に認定されますと「トップアスリート育成助成金」10万円が支給されます。またジュニア向け指導者で日本スポーツ協会
公認スポーツ指導者資格（コーチ以上）を受講する場合は、取得費用等が助成の対象となります。

“全国大会出場奨励金”と“トップアスリート育成助成金”支給事業は、会報誌
“Ama-spo 通信”の後半に掲載されている賛助会員様の会費により運営されています。
この制度については（一社）天草市体育協会事務局までお問合せください。

夢に向かって

スポーツ全国大会出場者
全国大会出場奨励金

創心会

佐伊津
相撲クラブ

覇道塾

倉岳陸上
クラブ

（平成29年６月～平成30年３月）
期　日所属・学校名（学年）・出場者名大　　　　会　　　　名

覇道塾
有明空手クラブ
躰心塾

第17回全日本少年少女空手道選手権大会（東京都）

稜南中３年 戸田　匠紀
本渡中２年 洲﨑　宏生
天草高校倉岳校 
牛深高校３年 倉田　拳斗
本渡南小２年 平道　大和
瀬戸小３年  山下　聖人
御所浦小３年 山﨑　晴明
浦和小１年 柴田　莉奈
本渡南小２年 川口　紗也
天高定時制１年 浦田　雪乃
天高定時制４年 松下　大雅
本渡中３年 金子　千秋
本渡中３年 樫山　妃和
本渡中３年  岩本　禎子
本渡中３年  田浦ひなた
本渡中３年  松江　優衣
本渡中２年  尾下　美玖
本渡中２年  濱﨑こころ
本渡南小６年 宮﨑　隆央
牛深小６年 野崎　桃子
倉岳小６年 池田　帆華
倉岳小６年  笠松　友夏
倉岳小６年  平　　弥生
倉岳小６年  堀川　静来
倉岳小６年  吉田　陽泉
 尾﨑　修二
 金子　晴久
 永野　祐子
佐伊津小６年 原田　彩香
佐伊津小６年 船元　悠愛
佐伊津小６年  池本　れい
佐伊津小４年  山田あゆ美
本渡中１年 松下　　翔
本渡中２年  山下　彩菜
本渡中３年  樫山　妃和
 松本　弥生
本渡中３年 森　千紗希
本渡中３年  若松　芽衣
本渡中２年  山口　　暎
本渡中２年  小林　輝莉
本渡中３年 樫山　妃和
本渡中２年 山口　小晴
本渡北小６年 酒井　慈英
御所浦中１年 村井　　響
本渡中２年 畑島　大翔
本渡北小６年 和田　好人
本渡北小３年  和田　　楓

第12回全日本小中学生アーチェリー選手権大会（長崎県）
第22回全国ジュニアゲートボール大会（埼玉県熊谷市）
平成29年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会（山形県）

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会第48回剣道大会（東京都）
平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会第19回バドミントン大会（神奈川県）
第25回全国中学生空手道選手権大会（山梨県甲府市）

2018 Ｕ20 日本室内陸上競技大阪大会（大阪府大阪市）
第14回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会（大阪府大阪市）
第40回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会（東京都）
文部科学大臣旗争奪　彩の国杯第12回全国中学生空手道選抜大会（埼玉県上尾市）
第31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018（東京都）

第44回全日本中学校陸上競技選手権大会（熊本県）

“日清食品カップ”第33回全国小学生陸上競技交流大会（神奈川県）

ねんりんピック秋田2017（秋田県）

第20回全日本小学生女子相撲大会（大阪府堺市）

第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会（神奈川県）

第26回ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会（沖縄県）

第17回全国小学生ソフトテニス大会（千葉県白子町）

第17回全国障害者スポーツ大会（愛媛県）アーチェリー

皇后杯第50回全日本女子弓道選手権大会（三重県伊勢市）

6/24～25

7/29～30
7/29～8/2

8/5～6

8/6～8
8/16～19
8/18～20

8/19～22

8/19

9/9～11

9/21～23

10/15

10/27～29

10/28～30

12/23～27

2/3～4
3/25～27
3/26～30
3/28～30
3/28～30

3/29～31  

天草市内在住者で全国大会以上の大会に出場する団体及び個人に対してその成果をたたえて“全国大会出場奨励
金”を支給しています。支給額は１人につき5,000円とし団体出場の場合は50,000円が限度となっています。

〔競技名〕サッカー（ポジション：ミッドフイルダー）
五和中学校卒業、大分東明高校卒業、福岡大学１年生（2018年４月現在）。2017年度、U-18日本代表選出
〔競技名〕空手道（種目：形）
本渡中学校卒業、九州学院高等学校２年生（2018年４月現在）。全国高校選抜大会　男子個人形８位（2018年３月26日～ 28日）

酒井将輝選手

吉田啓希選手

〔競技名〕バスケットボール（ポジション：センター）
五和小学校卒業、本渡中学校３年生（2018年４月現在）。2017年度男子U-14ナショナル育成キャンプトライアウト参加、第
31回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2018出場

畑島大翔選手

2017（平成29）年度 天草市強化指定選手認定選手



問合せ先：天草マラソン大会事務局（天草市体育協会内）
　　　　　☎・FAX0969㉔7722　E-mail：run@ama-spo.net

天草マラソン大会
第13回

と  き：2019年１月27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（制限時間７時間）

2,000人 2,000人

ハーフマラソン
〔スタート〕天草信用金庫本店前～
〔フィニッシュ〕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（11月15日㊍締切）
②大会事務局備え付けの参加申込用紙（払込取扱票）
による申込み（10月31日㊌締切）
　※大会事務局へお問合せください。

平成30年４月１日より事務所を移転し
ました。ぜひ一度お立ち寄りください♪

a-Spo club　
Ama-

Ama-Spo club

Ama-Spo club　
Ama-

Ama-Spo club

Ama-Spo club　
Ama-

Ama-Spo club

a-Spo club　
Ama-

Ama-Spo club

Ama-Spo club　
Ama-

“Ama-Spo club”は、どなたでも気軽に参加いただけるスポーツ教室です。スポーツ未経験の方、スポ
ーツが苦手の方、スポーツを始めてみたい方、楽しみながらスポーツを始めてみませんか？
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。

参 加 費　全教室１回500円
　　　　　（お釣りのないようお願いします。）
入会方法　天草市体育協会備え付けの申込書に

記入のうえ、お申込みください。
　　　　　入会金は不要ですが、スポーツ安全

保険（年額：65歳以下1,850円、65
歳以上1,200円）が必要です。

集合場所　天草市民センターロビーへご集合く
ださい。

集合時間　午前の部　10時
　　　　　午後の部　13時

●月予定表に沿って開講していますので、必ず
開講日時をご確認のうえご参加ください。
●毎回、受講前に参加費500円を徴収します。
同時に会員カードもご提示ください。
●各教室へのご参加は先着順となっています。
必ず、申込み後にご参加ください。

10：10～11：40
やさしい体幹トレーニング

やさしいヨガ

太極舞（タイチーダンス）

やさしいリズム体操

フラダンス

コンディショニング

火曜日

10：10～11：40
水曜日

13：15～14：45
水曜日

10：10～11：40
木曜日

13：15～14：45
木曜日

10：10～11：40
金曜日
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Ama-Spo club 会員募集!!

講師 /山下 洋介 先生（祐和會）

講師 /寺 三紀子 先生

講師 /野﨑 友香 先生

講師 /若松 由美 先生

講師 /石田 智子 先生

講師 /山下 真美 先生

各教室、初めて参加される
方は初回無料です

問合せ先：（一社）天草市体育協会 ☎0969㉗6555
　　　　　〒863-0032　天草市太田町２番地　本渡運動公園クラブハウス

7月26日～開講！

１教室１回 500円

お知らせ

●会　場　天草市民センター展示ホール 他
●準備物　飲み物・タオル・室内シューズ・着替え など

８月1日からエントリー開始!!

その他

本渡運動
公園

天草市民
センター
　　　●

駐車場
●JAあまくさ

●喜久屋

天草市体育協会事務所
天草市太田町２番地
本渡運動公園クラブハウス



Ama-Spo club

Ama-Spo club　
Ama-

6 通信  vol.7Ama-Spo
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11
一般社団法人 天草市体育協会
〒863-0032 天草市太田町２番地　Tel：0969-27-6555　mail：info@ama-spo.net

〔発行元〕
通信  vol.7Ama-Spo
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