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第34回
天草宝島
国際トライアスロン大会

2019年６月２日（日）

　今回も大会実行委員長を務めました、熊本県トライアスロン連合会長の鯛瀬です。
　天草市体育協会福岡会長様はじめ多くの協会員の皆様にご協力を頂き、心からの感謝と
お礼申し上げます。
　今回は﨑津集落世界文化遺産登録記念も冠しました。また“はじまりは天草！”オリンピ
ックディスタンス51.5㎞の始まり！令和元年最初の大会は天草から！初心者は天草から！
とはじまりに心をこめて開催しました。開催にあたっては、地元の皆さんのご支援ご協力
がなくてはならない事ですが、今年も縁の下から支えて頂いた皆さんに感謝申し上げます。
　これからの天草大会は、地元の皆さんにも運営に参画していただく手作りの大会、トライアスロンをもっと身近な
スポーツとして感じて参加して携わってもらえる大会、天草独自の大会として進めていければと思います。来年もよ
ろしくお願いいたします。
　最後に天草市体育協会、天草地域がますます発展されますことを祈念申し上げお礼といたします。

熊本地震復興支援・﨑津集落 世界文化遺産登録記念大会

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

　本渡海水浴場をスタート、大矢崎緑地公園をゴールとする51.5㎞（スイム1.5㎞、バイク40㎞、ラン10㎞）
で、県内外のアスリート638人が参加。九州ブロック選手権の男子は新田城二選手（大分県）が１時間55分
22秒で初優勝。女子は池田麻貴選手（学連）が２時間18分51秒で２連覇を果たした。

第34回天草宝島国際トライアスロン大会のお礼
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原田 皓生さん（天草市）

　今年は昨年以上に練習に励み、２時
間30分を目標にスタートしました。
あいにくの雨となり、レース中の不安
もありましたが、沿道で応援してくだ
さる方にパワーをもらい、２時間24
分台で完走することができました。来
年は、２時間20分をきることを目標
にまた１から練習していきたいと思い
ます。
　最後に運営スタッフ、ボランティア
の方の尽力のおかげで最高の大会にな
ったと思います。ありがとうございま
した。

千原 慎一さん（天草市）

　エイジ部門での参加は今年で２回目
でした。前回よりも少しでもタイムを
縮めることを目標に挑戦しました。結
果25分早くゴールし、目標達成でき
ました。沿道の応援、ボランティアス
タッフのおかげです。また練習を積み
来年も挑戦したいと思います。

濱本 貢さん（天草市）

　昨年度に続き、同級生と一緒に参加
することができました。天気は少し雨
が降り、涼しく、良いコンディション
でした。風景はあまり楽しめませんで
したが、たくさんの応援が力になりま
した。来年も二人で参加できるように
がんばります。

福山 正範さん（天草市）いつまでも参加したい
　「天草トライアスロン大会にいつまでも参加したいなぁ。」と夢みています。
　数年前の休止には気落ちしてしまいましたが、継続が決まり感激しました。いくつ
までできるかわかりませんが、いつまでも参加したいという夢を追いかけていきたい
と思います。
　来年は70歳。新たな気持ちで臨み70歳代のスタートにしたいと思います。
　さて、今回は大会が復活して３回目、油断は禁物と練習に励んだつもりでしたが、
得意と思っているランで失速し辛い思いをしました。しかし、応援で元気をもらい無
事に孫２人と笑顔でゴールすることができました。お世話になりました。
　来年もよろしくお願いします。

▲左：金子悠樹さん　右：濱本貢さん

出場選手の声

写真中：優勝・新田　城二（大分県）1時間55分22秒
　　左：２位・坂梨　朱優（学　連）1時間56分32秒
　　右：３位・末岡　　瞭（長崎県）1時間56分48秒

写真中：優勝・池田　麻貴（学　　連）2時間18分51秒
　　左：２位・中　　夢子（鹿児島県）2時間20分59秒
　　右：３位・倉原　未波（学　　連）2時間21分40秒

九州ブロック選手権【男子】 九州ブロック選手権【女子】
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令和元年 ９月14日㊏、15日㊐
第74回 熊本県民体育祭宇城地域大会

～夢・希望　翔け未来へ～

　宇城市・宇土市・美里町の宇城地域で第74回熊本県民体育祭が開催されます。
　天草市からは選手・役員約430名が22の採点競技に参加予定です。選手団は昨年以上の飛躍を期
して暑い夏の練習に励んでいます。

八代市

宇城市

宇土市・熊本市
美里町
宇土市
宇城市
宇土市
熊本市

宇城市

宇城市・美里町

宇城市

美里町
熊本市
宇土市
宇城市

宇土市

熊本市
菊池市
熊本市
美里町
宇土市
宇城市

県営八代運動公園陸上競技場
宇城市民プール
宇城市岡岳グラウンド・豊福グラウンド・不知火グラウンド・稲川グラウンド
宇土市立岡総合グラウンド・熊本市富合町雁回公園グラウンド
美里町カントリーパークグラウンド・美里町町営球技場
宇土市運動公園テニスコート・宇土市立鶴城中学校テニスコート
宇城市立豊野小中学校体育館
ecowin宇土アリーナ（宇土市民体育館）
熊本市富合町雁回館・熊本市城南総合スポーツセンター
宇城市立河江小学校体育館・宇城市農業者トレーニングセンター
宇城市不知火体育館・宇城市立松橋中学校体育館
熊本県立松橋高等学校第１体育館・宇城市立不知火中学校体育館
宇城市松橋総合体育文化センター（ウイングまつばせ）・美里町総合体育館
熊本県立松橋高等学校第２体育館
宇城市観音山グラウンド
宇城市三角B＆G海洋センター
美里町立砥用中学校体育館
熊本市南部総合スポーツセンター
宇土市立鶴城中学校相撲場
宇城市立三角中学校体育館
宇土市立網津小学校体育館
宇土市浜戸川運動広場
熊本クレー射撃場
熊本県立菊池農業高等学校
熊本県民総合運動公園テニスコート
美里町総合運動公園グラウンド
パスカワールド宇土店
熊本県博物館ネットワークセンター多目的広場

陸上競技
水　泳
軟式野球

ソフトボール 男
 女
ソフトテニス
卓　球
バドミントン

バレーボール 男
 女

バスケットボール 男 女

ハンドボール 男
 女
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
■採点競技

会　　　　　　　　　　場 開催市町村

水俣市
―
八代市
熊本市
美里町
宇土市
各　地

熊本市

玉名市

水俣川特設カヌー競技場
　―　※開催休止
熊本県立八代農業高等学校ウエイトリフティング場
熊本県立熊本農業高等学校 ボクシングジム
美里町高齢者コミュニティーセンター筒川荘
宇土市宇土マリーナ
県内13ゴルフ場
熊本県立総合体育館
熊本市北部武道館
玉名市総合体育館サブアリーナ

カヌー
ラグビーフットボール
ウエイトリフティング
ボクシング
登　山
セーリング
ゴルフ
新体操
日本拳法
レスリング

競技名
■公開競技

会　　　　　　　　　　場 開催市町村

松橋総合体育文化センター（ウイングまつばせ）
【開会式】



本渡中３年 洲﨑　宏生
天草高校倉岳校（ジュニア男子・ジュニア女子）
御所浦小１年 徳永夏莉奈
有明小３年 柴田　莉奈
本渡東小４年 山下　聖人
倉岳小６年  笠松　元気
 宮崎　友和
牛深東中３年 小﨑　　空
 松本　弥生
佐伊津小５年 山田あゆ美
佐伊津小４年 江崎　成海
本渡中３年 船本　恵愛
天草ＢＢ 
本渡中３年 吉田　健信
本渡中３年 山下　彩菜
本渡中３年 山口　　映
本渡中３年 若田　真歩
本渡中３年 黒川　華成
本渡中３年 井上　愛梨
本渡中３年 小林　輝莉
本渡中３年 渡邊　梨絵
本渡中３年 水本　　響  
本渡中２年 馬場　円花
本渡中２年 丸山　心羽

稜南中２年 山口　紗羅 
御所浦中２年 村井　　響
本渡北小４年 和田　　楓
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“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。

輝く未来を
目指して！

スポーツ全国大会出場者

佐伊津
相撲クラブ

（平成30年度）

期　日所属・学校名（学年）・出場者名　〔2019年3月現在〕大　　　　会　　　　名

倉岳陸上クラブ
㈱ミタカ

天草市アーチェリー協会

覇道塾

第13回全日本小中学生アーチェリー選手権大会（山梨県）
第23回全国ジュニアゲートボール大会（埼玉県）

第18回全日本少年少女空手道選手権大会（東京都）

“日清食品カップ”第34回全国小学生陸上競技交流大会（神奈川県）
第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体2018」（福井県）
第49回ジュニアオリンピック陸上競技大会（神奈川県）
第18回全国障害者スポーツ大会（福井県）

第21回全日本小学生女子相撲大会（大阪府）

第15回全日本中学生女子相撲大会（大阪府）
第8回全国ママさんバレーボール冬季大会（福島県）

第27回ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会（埼玉県）

第15回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会（愛媛県）

第30回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会（三重県）
第４回全国ミズノカップジュニア選抜ソフトテニス選手権大会（三重県）
文部科学大旗争奪　彩の国杯第13回全国中学生空手道選抜大会（埼玉県）
第18回全国小学生ソフトテニス大会（千葉県）

6/16～17
7/28～29

8/4～5

8/17～18
10/7

10/12～14
10/13～15

10/14

12/7～10

12/23～27

3/24～26

3/26～28
3/29

3/28～30
3/29～31

全国大会出場奨励金
　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。

トップアスリート育成助成金
　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共同で実施する事業。 “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３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。

〔競技名〕ソフトボール（ポジション：ピッチャー）
　日本スポーツ協会が主催する「ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト」に応募し、最終第
３ステージまで選出された。現在、月１回程度高知県で行われている合宿に参加するほか、天草で
のトレーニングに励んでいる。今後、中央競技団体（日本ソフトボール協会）の強化・育成コース
への道も開かれており、さらなる高みを目指す次世代アスリートとしてがんばっている。
　古川選手には、2019年４月13日に「トップアスリート育成助成金」が贈呈されました。

古川 凛帆 選手

2018（平成30）年度 天草市強化指定選手認定選手

天草市立
牛深中学校１年生
（2019年３月現在）



（一社）天草市体育協会 ☎0969-27-6555（木原）
天草市役所
スポーツ振興課 ☎0969-32-6783（浦田・鶴田）
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天草市
2019年度４月より、天草市体育協会は天草市の健康運動教室27
会場の41教室中、13教室の委託を受けています。

5

健康運動教室

天草市体育協会管轄
南コミセン：北コミセン：本渡地区公民館：佐
伊津コミセン：本町コミセン：二江支所：御領
公民館：ポルト

天草市スポーツ振興課管轄
亀場コミセン：土手浜津地区公民館：おおくす：
島子コミセン：上津浦コミセン：有明コミセン：
栖本コミセン：宮田コミセン：倉岳多目的セン
ター：志柿コミセン：西保健センター内：大江
コミセン：牛深支所：久玉コミセン：ハイヤ館：
深海コミセン：新和保健センター内：碇石公民館：
中田公民館

持病がある人も通院中の人も医師の許可があれば
参加可能。見学もできますので、まずは相談くだ
さい。

　健康運動指導士が個々の体力や膝・腰が痛いといった身体状況に
合わせ、疾患に応じて安全で無理のないプログラムを提供します。
※入会の際には、質問シートで身体活動のリスクを確認し、必要な場合は医師
によるメディカルチェックをお願いしています。

どんなことを
するの？

●各会場

お問合せ

●教室の流れ〈90分の実施メニュー〉

血圧・体重測定
運動前の体調確認
ストレッチ（柔軟体操）：10分
ふくらはぎ・太もも前・太もも裏・腰とおしり・
体の体側・胸・背中・肩・首など
有酸素運動：30分
■ステップ台：10分×３セット
　（１セットから体調、体力に合わせて徐々
にセット回数を上げます。）
■またはエアロバイク
筋力トレーニング：30分
太もも・体幹（お尻もちあげ）・スクワット・踵
上げ下げ・腹筋・背筋・腕立て伏せなど
ストレッチ（柔軟体操）：10分
②と同様。会場によっては腰痛予防体操・腰
痛ストレッチを実施
血圧・体重測定
運動後の体調確認

1

2

3

4

5

6

健康運動指導士　木原より
　健康運動教室では毎月のデータを集計して、
血圧・運動量・体組成結果の変動をチェックし
ています。健診後に病院から運動を促された
方々、１人じゃなかなか続かないという方々、
是非、お近くの運動教室を覗いて見てください。
仲間とおしゃべりしながら楽しく運動を継続で
きますよ♪
　この運動教室で基礎体力や疾患の改善を目指
し、筋力・体力アップしたらAma-Spo clubの
教室への参加もお勧めです。曜日ごとに違った
運動メニューが楽しめますよ♪

会費

月500円
〈週２回〉

▲血圧測定

▲筋トレ ▲腰痛体操・腰痛ストレッチ

◀ステップ台

エアロバイク▶

▲ストレッチ



　今年も９月に開催されます熊本県民体育
祭の上位入賞を目指し天草市代表選手は強
化練習をスタートしました。宇城地域全域
で競技が開催されますので応援よろしくお
願いします。 
　また、今年度よりama-spo clubに加え
天草市と連携し健康運動教室事業も始まり
ました。体力に自信のない方、筋力アップ
を目指す方、なにか新しいことを始めたい
方…　運動強度を変えていくつかのプログ
ラムを準備しています。まずはお気軽にお
尋ねください。

事務局だより

通信  vol.10Ama-Spo6

問合せ先：天草マラソン大会事務局（天草市体育協会内）
　　　　　☎・FAX0969-24-7722  E-mail：run@ama-spo.net

天草マラソン大会
第14回

と  き：2020年１月26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。

8月1日からエントリー開始!!

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-

好きな教室に１回500円で参加いただけます。１教室だけに参加するも、全教室へ参加するも自由です。
もちろん健康運動教室との掛持ちも可能です。初心者にも始めやすいプログラムを準備しています。
（※やさしい体幹トレーニングは定員に達しましたので、新規募集は締め切りました。）

参加資格　18歳以上
参 加 費　全教室１回500円
　　　　　（お釣りのないようお願いします。）
　　　　※別途、スポーツ安全保険（年額：

64歳 以 下1,850円、65歳 以 上
1,200円）が必要です。

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。

集合時間　受講開始時間の10分前までに、天
草市民センターロビーへご集合く
ださい。

その他
●各教室へのご参加は先着順となっています。
初めて受講される場合は、必ず、電話で開催
日・定員数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。

10：10～11：40
やさしい体幹トレーニング

やさしいリズム体操

ヨガ教室

太極舞（タイチーダンス）

初心者向けフラダンス教室

コンディショニング

火曜日

10：10～11：40
水曜日

13：00～14：30
水曜日

9：15～10：45
木曜日

13：15～14：45
木曜日

10：10～11：40
金曜日

Ama-Spo club 会員募集!!

講師 /山下 洋介 先生（祐和會）

講師 /若松 由美 先生

講師 /松本 麻美 先生

講師 /野﨑 友香 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 ☎0969-27-6555
　　　　　〒863-0032　天草市太田町２番地　本渡運動公園クラブハウス

１教室１回 500円

●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

●満
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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〕
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