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令和３年 ９月11日㊏、12日㊐
第76回 熊本県民体育祭八代大会

～未来へとどけ　かがやく力～

　八代市・氷川町で第76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。昨年第75回大会は新型コロナウイルス感染拡大により中止を余儀なく
されました。この悔しさを糧に選手団は前回以上の飛躍を期して練習に励んでいます。

八代市

八代市・氷川町

八代市

氷川町

八代市

益城町
菊池市

八代市

宇土市
八代市

熊本県営八代運動公園陸上競技場
熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校プール（旧氷川高校）
熊本県営八代運動公園野球場、八代市民球場、八代市鏡総合グラウンド、氷川町竜北グラウンド
球磨川河川緑地
八代市千丁西グラウンド、八代市千丁東グラウンド
八代市テニスコート
八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館（小））
八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館（大））
氷川町宮原体育館、氷川町及び八代市中学校組合立氷川中学校体育館
氷川町竜北体育センター、氷川町立竜北中学校体育館
八代市立第五中学校体育館、秀岳館Nakagawaふれ愛アリーナ
熊本高等専門学校八代キャンパス第一体育館、八代市立第二中学校体育館
八代市東陽スポーツセンター、熊本県立八代工業高等学校体育館
八代市立坂本中学校体育館
球磨川河川緑地
八代市立武道館
八代市鏡体育館
近的：八代市弓道場、遠的：緑公園内
八代市立第四中学校相撲場
八代市立松高小学校体育館
八代市立植柳小学校体育館
熊本県立八代清流高等学校グラウンド
熊本県総合射撃場
熊本県立菊池農業高等学校馬術競技場
八代市テニスコート、八代白百合学園高等学校テニスコート
日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」(12日は予備日）
パスカワールド宇土
熊本県営八代運動公園多目的広場

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
八代市
宇土市

県内各地
熊本市
八代市
玉名市

水俣川特設カヌー競技場
今大会休止
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（11日）
竜峰山一帯（９月11日・12日）
宇土マリーナ（９月12日）
県下ゴルフ場
熊本県立総合体育館大体育室 （10月３日）
八代市鏡武道館（９月５日）
玉名市総合体育館サブアリーナ（８月28日）

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
山　岳
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

【開会式】八代市鏡文化センター
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・天草市に住所がある方（天草地域外の高校に通学する方を除く）
・天草市に活動拠点を有する方
・天草市体育協会正会員団体に会員として入会していること（ただし児童・生徒は除く）
・所属する正会員団体の承認を得られること　　　　　　
・１人につき5,000円
・団体出場の場合は50,000円を限度とします。

期　日所　属 学校名（学年） 出場者名大　　　　会　　　　名

令和２年度  種目振興費（全国大会出場奨励金）支給一覧

R3 ３/27～30

R3 ３/27～29

R3 ３/29～31

本渡中２年

本渡北小６年

亀川小６年

天草中２年

富永 ももこ

緒方 心咲

桑原 ゆかり

平石 竜也

第17回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会（岡山県）

第17回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会（福岡県）

第20回全国小学生ソフトテニス大会（千葉県）

全国中学校選抜ソフトテニス大会（岐阜県）

天草Jr.SC

予選会等を経て全国大会以上の大会に出場する団体及び個人に対して奨励金を支給します。

（令和３年３月末現在）

本渡北
クラブ

全国大会出場奨励金支給制度
天草市スポーツ協会

支給資格

支 給 額

　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ると「ト
ップアスリート育成助成金」10万円が支
給されます。市内で18歳以下のスポーツ
選手を対象に活動する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。

今回は天草市のトップアスリート育成事業の指定選手に認定いただき、
ありがとうございます。先日の県高校総合体育大会で優勝することが
でき、８月のインターハイに出場することが決まりました。目標は全国
制覇です！熊本、天草のみなさんにいい報告が出来るよう、精一杯頑
張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします！

・U－16日本代表国内トレーニングキャンプ参加
・U－17日本代表候補千葉トレーニングキャンプ参加
・全九州高等学校サッカー大会　優勝
・高円宮杯スーパープリンスリーグ2020九州　優勝

熊本県立大津高等学校 2年（令和 3年 6月現在）
【競技名】サッカー
【ポジション】ミッドフィルダー

森田選手には令和３年４月12日にトップアスリート
育成助成金が支給されました。

トップアスリート
育成助成金

森田　大智 さん

2020年度天草市強化指定選手

競技実績

名称変更のお知らせ
　天草市体育協会は令和３年７月１日をもちまして下記の名称に変更いたしました。
　今後も市民スポーツの充実に寄与できる組織となるよう取組んでまいりますので変わらぬ
ご理解・ご支援のほどよろしくお願いします。

新名称　　一般社団法人 天草市スポーツ協会
※住所及び連絡先に変更はございません。
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とき：令和３年６月27日
場所：本渡海水浴場

  日程　2021年９月19日（日）本渡海水浴場7：30スタート・フィニッシュ

JOCジュニアオリンピックカップ
第17回 都道府県対抗
全日本中学生男子ソフトボール大会

　令和３年３月27日（土）～ 30日（火）に、岡山県新
見市において15チームが参加して開催された「第
17回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大
会」で、熊本県選抜が初優勝を飾りました。選抜チ
ームには「天草ジュニアソフトボールクラブ」から選
手７名と指導者２名が選出されて出場しました。
　大会では、１回戦、準々決勝を順調に勝ち上がり、
ベスト４に進出。ベスト４には、熊本県、広島県、
福井県、鹿児島県が勝ち残り、決勝戦には熊本県と
鹿児島県が進出しました。九州勢同士の対戦となっ
た決勝戦では、鹿児島県を19対４の５回コールドゲ
ームで下し、「日本一」の座を勝ち取りました。
　選手たちは、４月７日の蒲島熊本県知事に続いて、
４月13日に馬場天草市長へ全日本大会優勝報告を行
うため表敬訪問しました。

　第36回天草宝島国際トライアスロン大会開催にむけ受付及びスイムスタ
ートのリハーサルが行われました。昨年は新型コロナウイルス感染症対策
拡大により大会は中止となりました。今年は感染拡大防止予防策を徹底し
たうえで、大会を成功させるべく協議を重ねています。リハーサル当日は
小雨の中でのスタートとなりましたが、密をいかに避けるかを考えスイムス
タートはローリングスタートを採用するなど感染症拡大防止に努め、出場さ
れる選手、スタッフが安心して参加できるよう取り組んでいます。

トライアスロンリハーサルが行われました

お問合せ　天草宝島国際トライアスロン大会実行委員会事務局　℡080-8385-7005　fax0969-22-1052

天草市

健康運動指導士が各会場に訪問し、個々の体力や疾患に応じて安全で無理の
ないプログラムを提供しています。
※入会の際にはスクリーニング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。

健康運動教室 会費

月500円

天草市スポーツ振興課
℡0969-32-6783
（一社）天草市スポーツ協会
℡0969-27-6555

●教室の内容

体調チェック（血圧・体重測定）
準備運動
有酸素運動（ステップ台・エアロバイク）
筋力トレーニング
整理運動（ストレッチ）

各地域のコミュニティセンター 等

●会場

●お問合せ

1
2
3
4
5

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により教室の内容、
　開催回数は変更の可能性あり。

詳細はホームページをご確認ください↑

指導者　宮崎より
　健康運動教室では十分に熱中症対策、新型コロナ感染
症対策を行ったうえで有酸素運動、筋力トレーニング等
を行っています。共に暑さに備えた体力をつけませんか？
　教室への参加お待ちしています。

【選手】
１ 馬場　龍志（牛深中２年）
２ 鶴長琉稀亜（牛深東中２年）
３ 山崎　陽大（牛深東中２年）
４ 尾谷　鉄平（牛深東中１年）
５ 小山　温太（新和中１年）
６ 赤石　絢哉（有明中１年）
７ 山本　宙杜（有明中１年）

【指導者】
１ 深見隆吉（コーチ）
２ 赤城陽一（トレーナー）

【選抜チームの戦績】
１回戦　対埼玉県 10－３
準々決勝　対岡山県 ３－０
準決勝　対広島県 ７－６
決　勝　対鹿児島県 19－４

熊本県選抜チームが初優勝!!

第36回 天草宝島国際トライアスロン大会

天草市アーチェリー協会　理事長　松本　弥生
　障がい者のアーチェリー体験教室を初めて天草で開催しました。アーチェリー競技は、障がいの有無、年齢、
性別に関係なく取り組めるスポーツです。世代間を超えた交流ができ、矢取りに行く時は歩いて行くのでリハビ
リに繋がります。得点を計算する時は頭の体操にもなる等 良いことがたくさんあります。参加者は最初、弓を
持っただけで的に当たるだろうか？と不安そうな表情でした。しかし講師と天草市アーチェリー協会スタッフの
指導のもと安全に配慮し、矢をはなち、的に刺さった矢を見て感動の表情でした。参加者の方達からは２回、３回
と開催して欲しいとの声もあり、今後も継続して開催し天草のアーチェリー人口を増やしていきたいと思います。
　試合では九州マスターズ大会で年代別に表彰があります。大会に出場すると参
加者の方達と会いましたねと再会を喜びあい来年も参加できるよう声をかけなが
ら散会し交流を深めています。
　天草市アーチェリー協会では下浦体育館において月、水、金曜日午後７時から
９時まで練習をしています。ご興味のある方はご連絡お待ちしております。

身体障がい者アーチェリー体験教室 ■とき：令和３年５月２日（日）
■会場：下浦アーチェリー場

お問合せ：天草市アーチェリー協会　松本さん　℡090-4770-6392

※学年は大会参加時
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とき：令和３年６月27日
場所：本渡海水浴場

  日程　2021年９月19日（日）本渡海水浴場7：30スタート・フィニッシュ

JOCジュニアオリンピックカップ
第17回 都道府県対抗
全日本中学生男子ソフトボール大会
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うため表敬訪問しました。
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トライアスロンリハーサルが行われました
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健康運動教室 会費
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（一社）天草市スポーツ協会
℡0969-27-6555
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筋力トレーニング
整理運動（ストレッチ）

各地域のコミュニティセンター 等

●会場

●お問合せ
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※新型コロナウイルス感染拡大の状況により教室の内容、
　開催回数は変更の可能性あり。

詳細はホームページをご確認ください↑

指導者　宮崎より
　健康運動教室では十分に熱中症対策、新型コロナ感染
症対策を行ったうえで有酸素運動、筋力トレーニング等
を行っています。共に暑さに備えた体力をつけませんか？
　教室への参加お待ちしています。

【選手】
１ 馬場　龍志（牛深中２年）
２ 鶴長琉稀亜（牛深東中２年）
３ 山崎　陽大（牛深東中２年）
４ 尾谷　鉄平（牛深東中１年）
５ 小山　温太（新和中１年）
６ 赤石　絢哉（有明中１年）
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準決勝　対広島県 ７－６
決　勝　対鹿児島県 19－４

熊本県選抜チームが初優勝!!

第36回 天草宝島国際トライアスロン大会

天草市アーチェリー協会　理事長　松本　弥生
　障がい者のアーチェリー体験教室を初めて天草で開催しました。アーチェリー競技は、障がいの有無、年齢、
性別に関係なく取り組めるスポーツです。世代間を超えた交流ができ、矢取りに行く時は歩いて行くのでリハビ
リに繋がります。得点を計算する時は頭の体操にもなる等 良いことがたくさんあります。参加者は最初、弓を
持っただけで的に当たるだろうか？と不安そうな表情でした。しかし講師と天草市アーチェリー協会スタッフの
指導のもと安全に配慮し、矢をはなち、的に刺さった矢を見て感動の表情でした。参加者の方達からは２回、３回
と開催して欲しいとの声もあり、今後も継続して開催し天草のアーチェリー人口を増やしていきたいと思います。
　試合では九州マスターズ大会で年代別に表彰があります。大会に出場すると参
加者の方達と会いましたねと再会を喜びあい来年も参加できるよう声をかけなが
ら散会し交流を深めています。
　天草市アーチェリー協会では下浦体育館において月、水、金曜日午後７時から
９時まで練習をしています。ご興味のある方はご連絡お待ちしております。

身体障がい者アーチェリー体験教室 ■とき：令和３年５月２日（日）
■会場：下浦アーチェリー場

お問合せ：天草市アーチェリー協会　松本さん　℡090-4770-6392

※学年は大会参加時
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一般社団法人 天草市スポーツ協会
〒863-0033 天草市東町３番地　Tel：0969-27-6555　mail：info@ama-spo.net

〔発行元〕
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天草市スポーツ協会

◆ 熊本県民体育祭八代大会日程 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
◆ 全国大会出場奨励金・トップアスリート育成助成金 ‥‥‥ 2
◆ 全日本中学生男子ソフトボール大会 ほか ‥‥‥‥‥‥‥ 3
◆ 天草市健康運動教室 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
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一般社団法人 天草市スポーツ協会会報

天草市強化指定選手　森田大智さん天草市強化指定選手　森田大智さん 身体障がい者アーチェリー体験教室

都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会優勝（熊本県選抜チーム）都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会優勝（熊本県選抜チーム）
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