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　第73回熊本県民体育祭は熊本地震の影響により、開催地、日程を分散して開催された特別大会となりま
した。第71回阿蘇大会は熊本地震で中止、第72回人吉球磨大会は台風接近をうけ日程短縮や競技の中止を
余儀なくされました。全種目開催は３年ぶりで、天草市選手団389名が22競技31種目にエントリーし県内
全域で熱戦を繰り広げました。天草市は前年８位より順位をあげ、総合６位と健闘しました。
　来年は宇城市・宇土市・下益城郡で開催予定です。

第73回

■2018年９月８日（土）～23日（日）
■総合順位：６位（20郡市中）■女子順位：８位　■躍進順位：５位 ※第73回得点／第72回得点

■ハンドボール（男子）準優勝
準決勝では宇土市に18-14で勝利。決勝で熊本市に16-19で
惜敗。準優勝。前大会の初戦敗退から大躍進！

■ソフトテニス 準優勝
準決勝では人吉市に３-０で勝利。決
勝戦では熊本市と対戦し準優勝。練
習の成果が発揮され活躍できた。緊
張感を持ってプレーし集中して試合
に臨んだ。

■ゲートボール（男子） 準優勝
準決勝では、菊池郡市に11-７で勝利。決勝戦で天草郡に
14-10で惜敗。準優勝。チームワークの良さが結果に繋が
った。

■グラウンド・ゴルフ（男子） 準優勝
チーム編成当初から目標を設定したことで結果を残すことが
出来た。チームワークも良く競争意識も高くレベルアップに
繋がった。

熊本県民体育祭特別大会
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種　　目 成　　績
■第73回 熊本県民体育祭特別大会　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

５位
９位（２回戦敗退）
９位（２回戦敗退）
３位
準優勝
３位
５位
５位（２回戦敗退）
９位（２回戦敗退）
15位
５位

４位
７位
８位
５位
Aパート３位
17位（１回戦敗退）
９位（１回戦敗退）
準優勝
３位
17位（１回戦敗退）
９位（２回戦敗退）

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）

９位
３位
７位
９位（２回戦敗退）
準優勝
16位
11位
準優勝
15位

■卓球  ３位
準々決勝では宇土市に４-３で勝利。準決勝で八代市に１-４
で敗退。若手選手の加入により選手層に厚みがでた。

■バスケットボール（女子）３位
３回戦、水俣市に67-50で勝利。準決勝、宇城市に71-55で惜敗。
ベスト４入りを果たした。ディフェンスの強化とシュート率の向
上に取り組みたい。

第73回熊本県民体育祭特別大会

▲結団式

■ハンドボール（女子）３位
初戦山鹿市に13-12で勝利。準決勝で18-22で宇城市に
惜敗。３位。個々の持味が発揮し試合運びが出来た。

■空手道  ３位
予選敗戦するも、敗者復活戦で水俣市に５-０で勝利。３位決
定戦山鹿市に３-０で勝利。もっと上を目指せるチームなので
年間を通じて練習を行いたい。

■軟式野球  Aパート３位
チームワークが良かった。既存チームで参加し
一丸となって試合に望めた。
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■バレーボール（男子）５位
２回戦、人吉市に０-２で勝利しベスト８。若手選手の加入
によりメンバー強化を行えた。

■相撲  ５位
決勝トーナメント進出。決勝トー
ナメント１回戦１-４で上益城郡に
敗戦。ベテラン勢の頑張りで決勝
トーナメントに進出できた。

■アーチェリー  ７位
強い相手との対戦となる
とメンタルの弱さがみれ
る。試合に参加する中で
競技力、メンタル強化を
図りたい。

■剣道
２回戦、人吉市に０-３
で敗戦。天草市開催で
準備等大変であったが、
応援も多く有難い大会
であった。

■サッカー  ５位
２回戦、下益城郡に６-３で勝利。準々決勝で上
益城郡に１-５で敗戦。５位入賞。切磋琢磨し良
いチーム状態で当日を迎えることが出来た。

■柔道  ５位
２回戦、熊本市に０-５で敗戦。競技力向上に取り組みたい。

■陸上（男子）４位　（女子）７位
良いムードで試合に臨め、結果につなげる
ことが出来た。
今後は若手の発掘をしたい。

■水泳（男子）８位　（女子）５位
チームが一致団結し昨年の順位から躍進！個人成績は優勝１名、
３位４名と奮闘。
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■ゲートボール（女子）
スパーク時のミスが目立ち予選敗
退。県体出場はチームでの良い思
い出となった。

■バドミントン（女子）
宇城市に１-２で敗戦。雰囲
気の良いチームで試合に挑
んだ。

■バドミントン（男子）
阿蘇郡市に０-５で敗戦。流れをつ
かむことが出来なかった。

■弓道
大会会場の雰囲気にのまれな
いように、来年度からは大会
会場での練習を取り入れたい。

■グラウンド・ゴルフ（女子）
日ごろの実力を発揮することが出
来なかった。

■テニス
八代市に２-５で敗戦。９位。
ボレーの強化に取り組みたい。

■ボウリング
２年連続決勝進出を逃した。新メンバ
ーの出場があったのは良かった。

■バレーボール（女子）
水俣市に０-２で敗戦。経験不足及び強いサーブ
への対応が課題。

■ソフトボール（女子）
人吉市に１-６で敗戦。選手確保、選手強化
に取り組みたい。

■ソフトボール（男子）
熊本市に１-４で敗戦。連係プレーに課題が残
った。

■バスケットボール（男子）
人吉市に60-63で敗戦。小さなミスが重なり勝敗を
分けた。

■銃剣道
予選リーグ敗退。９位。
若手の育成に注力したい。



平成30年度

第23回 全国ジュニアゲートボール大会

40歳以上 優勝

と　き：平成30年７月28日㊏、29日㊐
開催地：彩の国くまがやドーム（埼玉県熊谷市）
参加者：天草高等学校倉岳校（男子６名、女子７名）

と　き：平成30年９月９日㊐
ところ：熊本県立総合体育館

天草高等学校倉岳校　尾崎　史明　先生
　昨年に引き続き熊本県ゲートボール連合の推薦をうけ
全国ジュニアゲートボール大会に出場しました。学校で
選手を募りチームを編成し、倉岳町ゲートボール連合の
方々からの熱心な指導を受けての参加でした。
　試合では人工芝に戸惑ったものの徐々に力を発揮し男
子は決勝トーナメントへ進出することが出来ました。女
子は惜しくも予選リーグ敗退でした。決勝トーナメント
では１回戦で負けてしまいましたが全国舞台で堂々と活
躍しました。
　全国大会出場にあたり、様々なご支援に感謝申し上げ
ます。応援ありがとうございました。

　熊本県民体育祭では選手へのご声援、
事務局へのご支援ありがとうございまし
た。選手の皆様は大変お疲れ様でした。
今年度は場所、日程を分けての分散開催
となりましたが、大きなケガもなく盛会
裏に大会を終えることが出来ました。
　只今、事務局は来年１月開催の天草マ
ラソン大会にむけ準備を進めています。
　また、開催中のama-spo clubの参加
者も随時募集中です。ご興味のある方は
お気軽に事務局までご連絡ください♪　
お待ちしています。

　近年、バドミントンは全国的にメジャーなスポーツ
になり、熊本県では生涯スポーツとして競技人口も多

いスポーツになりました。しかし天草ではまだまだこれからです
ので多くの人に体験していただきたいと思います。毎週火曜日・
金曜日の20時から五和体育館で練習をしていますので、ご興味
のある方はぜひご参加ください。初心者大歓迎です。
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事務局だより

対戦結果
〈男子〉予選リーグ２勝２敗
　　　決勝トーナメント１回戦敗退
　　　天草高校倉岳校　７－13　城之内高校（徳島県）　
〈女子〉０勝３敗（敗退）

40歳以上男子シングルス優勝
瀬形　治さん（下天草観光バス）

熊本県社会人バドミントン大会

コメント

コメント

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-

　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。今回はフラダンス教室を紹介いたします。

心地よい♪音楽♪に合わせて、ゆっくり体を動か
してみませんか？初めての方、運動の苦手な方で
も大歓迎です。こころのリフレッシュと健康に！

Ama-Spo club 会員募集!!

講　師：石田智子 先生
時　間：午後１時15分～２時45分
場　所：天草市民センター展示ホール 他
受講料：500円/回（初回無料）

フラダンス教室木曜日

■主催：天草市、（一社）天草市体育協会
■問合せ先：（一社）天草市体育協会 ☎0969-27-6555
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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.8Ama-Spo
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