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　平成30年国際・全国スポーツ大会優勝祝賀会を1月12日（土）にホテル日航熊本（熊本市）に於いて、国際・
全国大会で栄光を勝ち取られた優勝者をはじめ、加盟団体や関係機関・団体等から280名の皆様に御参集を
いただき開催いたしました。
　祝賀会では、小野 泰輔 熊本県副知事並びに森　浩二 熊本県議会副議長から激励のことばを賜るとともに、
優勝者の紹介や大会の様子等のビデオ上映を行いました。
　また、優勝者を代表して第73回国民体育大会バスケットボール競技で優勝しました鹿毛　美智子 監督（鶴
屋百貨店）が謝辞を述べ、今後の飛躍を誓いました。

平成30年国際・全国スポーツ大会優勝祝賀会

大会名（期日・場所） 氏　名 所　属 優勝決定の記録

陸
上

平成30年度全国高校総合体
育大会（8／２～６・三重）

監督　西山　公啓
選手　村上　　藍 尚絅高等学校 女子5,000ｍ競歩

23分 24秒 86
第７３回国民体育大会
（１０／５～９・福井）

監督　池田　祐一
選手　鶴川　正也

熊本北高等学校
九州学院高等学校

少年男子Ｂ3,000ｍ
8分 23秒 93

第１２回Ｕ１８日本選手権大
会（１０／１９～２１・愛知）

監督　禿　　雄進
選手　米田　太陽 九州学院高等学校 男子400ｍＨ

52秒 16

水
泳

第41回全国 JOCジュニアオリン
ピックカップ（8／22～26・東京）

監督　宮部　美江
選手　田上　舞美

ルーテル学院
高等学校

女子50ｍ自由形
26秒00

ＯＷＳオーシャンカップ
2018（6／２・千葉） 選手　野中　大暉 日本体育大学

（八代工業高等学校卒）
男子オープンウォーター
10km1時間56分 41秒 55

日本スポーツマスターズ
2018

（９／１～２・北海道）
監督　春木　正和

選手　入江　和也 熊本県水泳協会

男子50ｍ自由形 28秒33（大
会新）男子50ｍバタフライ29
秒99(マスターズ日本新 )男子
200ｍ個人メドレー２分46秒
40(マスターズ日本新 )

選手　中川　博文 人吉消防署 男子100ｍ自由形
 55秒 46

選手　米加田　愛 ヴェオリア・
ジェネッツ㈱

女子50ｍ自由形　30秒17
女子100ｍ自由形  1分05秒４３

選手　野間寿美子 熊本県水泳協会 女子５０ｍ背泳ぎ
 ４５秒６１

体
操

第15回アジアジュニア選手権
大会（4/29～ 5/2・マレーシア） 選手　稲木李菜子

日本代表チーム
（熊本みどり新体操クラブ）

団体総合優勝
　  総合得点29.550

馬
術

第39回全日本ヤング総合大会
2018（5／25～ 28・山梨） 選手　吉永　一篤

日本大学
（菊池農業高等学校卒） 選手権競技　優勝

第48回全日本総合選手権大会
2018（10／ 26～ 28・山梨） 選手　吉永　翔司

日本大学
（菊池農業高等学校卒） 障害飛越EV90優勝

全日本学生大会2018
（10／30～11／7・山梨）

選手　吉永　一篤 日本大学
（菊池農業高等学校卒）

障害競技会 団体優勝　馬場
馬術競技会 団体優勝　総合
馬術競技会個人・団体優勝

選手　吉永　翔司 日本大学
（菊池農業高等学校卒） 障害競技会 団体優勝

自
転
車

第４１回全国高校選抜大会
（３／２２～２５・
福岡 /熊本）

監督　安達健太郎
選手　松本秀之介

選手　伊藤　　旭
九州学院高等学校

男子１㎞ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ
1分06秒659(大会新 )
男子スクラッチ　１位
男子ロードレース１位

平成３０年度全国高校総合体
育大会

（８／２～７・静岡）

監督　安達健太郎
選手　松本秀之介
〃　 伊藤　　旭
〃　 入江　航太

九州学院高等学校 男子チームスプリント
1分03秒 332( 大会新 )

ＪＯＣジュニアオリンピック競
技大会（8／11～ 12・静岡）

監督　安達健太郎
選手　伊藤　　旭 九州学院高等学校 男子スプリント　１位

男子ケイリン　　１位

第59回全日本学生選手権
トラック競技大会（6／30

～ 7／1・福島）

選手　田川　翔琉 鎮西高等学校 男子タンデムスプリント 1位

選手　中冨　尚子 京都産業大学
(千原台高等学校卒) 女子ポイントレース1位

全日本学生選手権クリテリウ
ム大会（4／28・滋賀） 選手　中冨　尚子 京都産業大学

(千原台高等学校卒) 女子クリテリウム １位

第７４回全日本大学対抗選手
権大会

（8／17～ 19・静岡）

選手　西島　叶子 鹿屋体育大学
（九州学院高等学校卒） 女子スプリント  １位

選手　川副　雷斗 早稲田大学
（九州学院高等学校卒） 男子タンデムスプリント １位

大会名（期日・場所） 氏　名 所　属 優勝決定の記録

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

第２７回全日本実年大会
（９／１～３・岩手）

ドゥプロジェクト

決勝　３－１
香我美町体育会（高知）

監督　坂井　博文
選手兼コーチ
　　　門岡　浩信
選手　徳永　　誠
　〃　高木　光俊
　〃　高田　　稔
　〃　北岡　義弘
　〃　丸山　　定
　〃　上田　信弘
　〃　八谷　幹弘
　〃　立野　雅彦
　〃　池田竜一朗
　〃　本田　成司

選手　後藤　正三
　〃　森川新太郎
　〃　川津　裕二
　〃　天本　克広
　〃　野田　昌男
　〃　岡山　聖一
　〃　渡辺　　守
　〃　米山　光広
　〃　田中　正光
　〃　岡野　　誠
　〃　内藤　文紀
ｽｺｱﾗｰ  江藤矢津代

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

第２２回全日本シニア選手権
大会

（９／２１～２３・佐賀）

選手　荒木　義幸
 〃　 松本　宣博

苓北クラブ
宇土クラブ

男子ダブルス55歳以上の
部　決勝 ４－０深津 ･堀部
（愛知）

選手　沼田　義雄
 〃　 沼田ムツ子 宇土クラブ

混合ダブルス６５歳以上の
部　決勝 ４－３小澤 ･市川
( 神奈川 )

卓
球

全日本ラージボール選手権
大会（６／２２～２４・大分）

選手　立山　清敏
〃　 富田　英子

山鹿市卓球協会
銀杏クラブ

混合ダブルス140
決勝 ２－０那須･中嶋(千葉)

選手　池内　祥治
〃　 上野　宥子

SEIZANクラブ
熊本EAST

混合ダブルス１６０
決勝 ２－０古畑･谷野(静岡)

第６３回全日本教職員選手権
大会（８／９～１２・静岡） 選手　士野　美子 熊本球友会 女子ハイセブンティ シングル

ス　決勝 3－０　徳毛(広島)

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

ドイツオープン
（３／６～１１・ドイツ） 選手　山口　　茜 再春館製薬所 女子シングルス決勝

２－０CHEN(中国 )

トップ４トーナメント
（３／２４～２５・宮城）

再春館製薬所

女子団体決勝
２－０　日本ユニシス

監督 池田　雄一
選手 峰　　歩美
〃　 垣岩　令佳
〃 　福島　由紀
〃　 廣田　彩花
〃　 仲井由希乃

選手 山口　　茜
〃　 志田　千陽
〃　 小野　菜保
〃　 松山　奈未
〃　 今井　莉子
〃　 藤井　瑞希

大阪インターナショナル
チャレンジ（4／4～8・大阪） 選手　峰　　歩美 再春館製薬所 女子シングルス決勝

２－０杉野（七十七銀行）
第２７回世界女子競技大会
（５／２０～２７・タイ） 選手　山口　　茜 日本代表チーム

（再春館製薬所）
女子団体決勝 ３－０ タイ
山口２－０INTANON

第18回アジア競技大会
（８／18～29・インドネシア） 選手　山口　　茜

日本代表チーム
（再春館製薬所）

女子団体決勝 ３－１ 中国
山口０－２CHEN

第 61回全日本社会人選手権
大会

（９／１～５・高知）

選手 志田　千陽
〃　 松山　奈未 再春館製薬所 女子ダブルス決勝　２－０

東野･中西 (日本ユニシス )
選手　志田　千陽
(小林優吾･トナミ運輸) 再春館製薬所 混合ダブルス決勝　２－０

松山･久保田(再春館･トナミ)
シドニー国際

（9／19～23・オーストラリア） 選手　峰　　歩美 再春館製薬所 女子シングルス決勝
２－０ HUNG(台湾 )

台北オープン
（１０／２～７・台湾）

選手 志田　千陽
〃　 松山　奈未 再春館製薬所 女子ダブルス決勝　２－０

栗原･篠谷 (日本ユニシス )
フランスオープン

（10／23～28・フランス） 選手　山口　　茜 再春館製薬所 女子シングルス決勝
２－０TAI（台湾）

第72回全日本総合選手権大
会（11／27～12／2・東京） 選手　山口　　茜 再春館製薬所 女子シングルス決勝

２－０奥原（日本ユニシス）

平成30年国際・全国スポーツ大会優勝監督・選手一覧
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大会名（期日・場所） 氏　名 所　属 優勝決定の記録

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

第５７回全日本教職員選手権
大会

（８／１２～１５・愛知）

選手　松下　芳朗
　〃　田代　昌昭

玉南中学校OB
菊水中学校OB

男子６０歳以上ダブルス決勝　
２－０小山・西下（神奈川）

選手　木下八枝子 向山小学校 女子４０歳以上シングルス
決勝　２－０坂﨑（熊本）

選手　早田　彰子
　〃　前田美恵子

菊池南中学校
西合志東小学校

女子５０歳以上ダブルス決
勝　２－０江澤・瀧井（東京）

第４２回全日本専門学校選手権
大会（8／25～ 26・鹿児島）選手  森本　暁音

熊本高等専門学校
八代キャンパス

女子シングルス決勝
２－０伊藤（熊本高専）

第３５回全日本シニア選手権
大会

（１１／２３～２５・愛知）

選手　江藤　正治 力合中学校 男子５５歳以上シングルス
決勝　２－０高橋（石川）

選手　歳嶋　廣久 商大OB 男子７０歳以上シングルス
決勝　２－０岡本（大阪）

選手　堀　　明
　〃　歳嶋　廣久

鏡クラブ
商大OB

男子７０歳以上ダブルス決
勝　２－０吉田・近藤（千葉）

第13全日本レディース大会
（１２／１６・熊本）

選手　上田恵里加
　〃　岩永　伊代

アム・リーブル
エンジェル

１部ダブルス　決勝
２－０　松本・宮﨑（徳島）

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

第７０回全国高校選抜
優勝大会

（１／４～８・東京）

鎮西高等学校

男子決勝　３－０
　　洛南（京都）

監督　畑野　久雄
コーチ 宮迫　竜司
選手　鍬田　憲伸
　〃　山田　航旗
　〃　小橋　佑芽
　〃　赤星　伸城
　〃　井上　颯史
　〃　森 　 北斗

選手　水町 泰杜
　〃　谷　 武珍
　〃　松岡 　弦
　〃　榮　 温輝
　〃　前田　 澪
　〃　荒尾 怜音
　〃　石本　 惇
　〃　小嶺　 輝

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

第７３回国民体育大会
（１０／１～５・福井）

熊本選抜（鶴屋百貨店・東海大学）

女子決勝　71－55
　　　　　福岡

監督　鹿毛美智子
コーチ　宮本　由紀
トレーナー 倉野　久美
マネジャー 家入沙希恵
選手　上野　綾菜
　〃　西村かおり
　〃　松岡　和泉
　〃　成松　祐里
　〃　野尻　絢那

選手　落合　千里
　〃　中尾　小春
　〃　米村　知紗
　〃　後藤　夏実
　〃　村木　花奈
　〃　岩﨑みなみ
　　　（東海大学）
　〃　山下　裕衣
　　　（東海大学）

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル

平成３０年度全国中学校体育
大会

（８／１８～２１・山口）

宇土市立鶴城中学校

女子決勝　２６－２１
　　芦城中（石川）

監督　米村　　敬
選手　浅川　　舞
　〃　坂守　華怜
　〃　後藤　遥果
　〃　阿部　知夏
　〃　山下里莉佳
　〃　牧　　優花
　〃　松永　　歩

選手　長野　歩佳
　〃　松田　虹春
　〃　宮田　彩乃
　〃　園田　香子
　〃　安田　　和
　〃　寺田　結理
　〃　山口　珠央
　〃　岡崎　栞奈

柔
道
2018日本ベテランズ国際大会
（5／26～ 27・愛媛） 選手　上野　清吾 熊本県柔道協会 男子団体決勝

３－０柔練会A（混成）

剣
道

平成30年度全国中学校体育大
会（８／２２～２４・岡山）

九州学院中学校

男子団体決勝
４－０　潮田中（神奈川）

監督　米田　敏郎
選手　末永　英大
　〃　 島　雅貴
　〃　保田　武瑠

選手 蓑茂　雅楽
　〃　田中  　兆
　〃　福岡　勇馬
　〃　高島壮右馬

監督　米田　敏郎
選手　 島　雅貴 九州学院中学校 男子個人決勝

延コ　伊東（大塚中・宮崎）

第２７回全国高校選抜大会
（３／２６～２８・愛知）

九州学院高校

男子団体決勝
1-1代表戦　島原（長崎）

監督　米田　敏郎
選手　重黒木祐介
　〃　小川　大輝
　〃　池内　暢斗

選手　福田　敏樹
　〃　岩間　功樹
　〃　渡邊　龍真
　〃　深水　皓斗

平成３０年度全国高校総合体
育大会

（８／１０～１２・三重）

九州学院高校

男子団体決勝
２－１　育英（兵庫）

監督　米田　敏郎
選手　重黒木祐介
　〃　小川　大輝
　〃　池内　暢斗

選手　福田　敏樹
　〃　岩間　功樹
　〃　門間　光児
　〃　相馬　武蔵

第７３回国民体育大会
（９／３０～１０／２・福井）

熊本選抜（九州学院高・東海大星翔高）

男子団体決勝
３－２　福岡

監督　米田　敏郎
選手　重黒木祐介
　〃　池内　暢斗

選手　小川　大輝
　〃　福田　敏樹
　〃　櫻井　隆登
（東海大学付属熊本
星翔高等学校）

第６６回全日本選手権大会
（１１／５・東京） 選手　西村　英久 熊本県警察 決勝

ココ －　内村（東京）

第１７回世界選手権
（９／１４～１６・韓国）

選手　西村　英久 熊本県警察 男子団体決勝　２－１韓国

選手　渡邊　タイ 熊本県警察 女子団体決勝　２－０韓国

弓
道

平成30年度全国高校総合体
育大会（８／２～５・静岡）

監督　福田　　到
選手　野滿　大佑 秀岳館高等学校 男子個人決勝

射詰７射目　
第１５回全国中学生大会
（８／１８～１９・東京）

監督　黒田　　明
選手　澤田　桃香 山鹿中学校 女子個人決勝

　　射詰３射目

大会名（期日・場所） 氏　名 所　属 優勝決定の記録

ボ
ク
シ
ン
グ

第８８回全日本選手権大会
（１１／１５～１８・茨城）

選手　成松　大介 自衛隊体育学校 ライトウェルター級決勝
判定勝ち  秋山（自衛隊体育学校）

選手　重岡　優大 拓殖大学
（開新高等学校卒）

ライトフライ級決勝
判定勝ち 長谷部 (駒澤大 )

ラ
イ
フ
ル
射
撃

第３７回全国高校選抜大会
（３／２５～２８・徳島）

監督　三浦　　繁
選手　佐藤　　陸 文徳高等学校 男子ビームピストル４０発

決勝　２３３.３点（日本新）

ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ

平成30年度全国高校総合
体育大会

（８／２～６・三重）
監督　坂田　　理
選手　水口　雅基 八代農業高等学校

男子７７kg級
ｽﾅｯﾁ １１８kg １位
  C&J  １４５kg １位
ﾄｰﾀﾙ ２６３kg １位

第７３回国民体育大会
（10／4～８・福井）

少年男子７７kg級
ｽﾅｯﾁ １１９kg １位
  C&J  １５２kg １位
ﾄｰﾀﾙ ２７１kg １位

ボ
｜
ト

第59回全日本新人
選手権大会

（１１／９～１１・埼玉）

選手　藤吉　俊樹
法政大学

(熊本学園大学付属
高等学校卒）

男子舵手付きフォア決勝
１位（７分１３秒４４）

選手　茂見　　輝
明治大学

(熊本学園大学付属
高等学校卒）

男子エイト決勝
１位（６分０６秒５７）

レ
ス
リ
ン
グ

ジュニアクイーンズカップ選
手権大会（４／１～２・三重）

監督　矢山　裕明
選手　大野　真子 北稜高等学校

カデット５３kg級 決勝
判定勝ち　徳原（高知）

2018ジュニアオリンピック
カップ（4／14～15・神奈川）

女子カデット５３kg級 決
勝　判定勝ち　小川（千葉）

世界カデット選手権大会
（７／２～８・クロアチア）

女子カデット５３kg級 決
勝　判定勝ちMeenakshi
（インド）

全国高校生グレコローマンス
タイル選手権大会

（８／１７～１９・大阪）
監督　三原　大典
選手　大野恵太郎 玉名工業高等学校 男子６５kg級　決勝

　判定勝ち　堤（静岡）

全日本ジュニア選手権大会
（４／１４～１５・神奈川） 選手　荒木　大貴

専修大学
（玉名工業高等

学校卒）
男子フリースタイル57kg級決
勝 判定勝ち 谷口（法政大）

フ
ェ
ン
シ
ン
グ

第18回アジア競技大会
（8／19～24・インドネシア）

選手　菊池　小巻 専修大学
（翔陽高等学校卒）

女子フルーレ団体決勝
３５－３４　中国

第６８回全日本学生個人選手
権大会

（１１／１４・京都）
女子フルーレ決勝
１５－１２　辻（朝日大学）

銃
剣
道

第62回全日本優勝大会
（４／１５・東京）

陸上自衛隊第４２即応機動連隊
決勝　４－１
第１２普通科連隊（鹿児島）

監督　市原　 茂
選手　⻆　 康大
　〃　田上 雅大

選手　緒田慶一朗
　〃　藤井　星丸
　〃　宮本　  翔

空
手
道

第１２回全国中学生選抜大会
（３／２８～３０・埼玉）

監督　 　　辰信
選手　 　つばさ

芦北町教育委員会
佐敷中学校

２年女子個人組手決勝
３－０ 鈴木（北海道）

第８回東アジア選手権大会
（４／２１～２２・韓国） 選手　 　つばさ 佐敷中学校

ｶﾃﾞｯﾄ (14-15歳 ) 女子個人
組手　54㎏超級決勝 ８- ０ 
Chan( マカオ )

な
ぎ
な
た

第57回全日本
学生選手権大会

（８／１２・埼玉）
選手　春山りんか 鹿屋体育大学

（熊本西高等学校卒）
女子個人の部　決勝
ス　仕入（大体大）

ボ
ウ
リ
ン
グ

第１９回アジアスクール選手
権大会

（10／1～8・中華台北）
選手　藤永　北斗

日本代表チーム（ナ
ムコクラブ ･熊本国
府高等学校）

男子４人チーム戦
　　4X6G　4959点

第５１回全日本シニア選手権
大会（6／22～ 24・愛知）

選手兼監督
　　　吉本　隆夫 水前寺クラブ 男子シニア

　15G　3609点（大会新）
ラウンドワン グランドチャ

ンピオンシップ
（11／10・東京）

選手　村上　一広 宇土パスカクラブ 男子シニアの部　決勝
　1G 224-218　青木

少
林
寺
拳
法

2018全国大会 in ぐんま
（10／ 27～ 28・群馬）

選手　外川　誠一
　〃　竹下　昌史

熊本平成スポーツ
少年団

阿蘇西原道院拳友会
組演武
一般男子ﾏｽﾀｰｽﾞ B の部

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン

２０１８世界シリーズ横浜大
会（５／１３・神奈川）

選手　田中　國宣 熊本ＣＴＣ

男子８０－８４歳
１位　３時間４１分５５

第１回日本エイジグループ選
手権（１１／１１・宮崎）

男子８０歳以上
１位　３時間５３分１９

第１回日本エイジグループ選
手権（１１／１１・宮崎） 選手　福田百合子 熊本ＣＴＣ 女子６５－６９歳

１位　２時間５５分５３

ＩＴＵワールドカップ
宮崎大会

（１１／１１・宮崎）

選手　山本　祐輔 熊本トライアスロン
連合

男子エイジグループ
１位　２時間０７分２５

選手　中馬　東彦 熊本トライアスロン
連合

男子４５－４９歳
１位　２時間１３分３８

1.主催者代表あいさつ　公益財団法人熊本県体育協会会長　甲斐隆博　
2.激励のことば　熊本県副知事　小野泰輔　3.激励のことば　熊本県議
会副議長　森　浩二　4.選手代表謝辞　鶴屋百貨店　鹿毛美智子監督4
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No 氏　　名
（団体名） 団体職名

1 戸上　信二郎
(陸上競技協会 )

九州陸上競技協会　理事
熊本陸上競技協会　理事

2 本田　幸範
(水泳協会 )

熊本県水泳協会理事
（副理事長・事務局）
熊本市立帯山中学校教諭

3 大谷　和子
(ソフトボール協会 )

熊本県ソフトボール協会理事
（女性委員長）

4 藤岡　康丸
(卓球協会 )

元熊本県卓球協会副会長
宇土市卓球協会名誉会長

5 緒方　知秋
(ハンドボール協会 )

日本ハンドボール協会評議員
九州ハンドボール協会副会長
熊本県ハンドボール協会副会長

6 後藤　純一郎
（ラグビーフットボール協会） 熊本県ラグビーフットボール協会副会長

7 藤家　澄夫
(サッカー協会 )

（一社）九州サッカー協会顧問
（一社）熊本県サッカー協会顧問

8 大村　　勲
(剣道連盟 )

元菊池郡市剣道連盟副会長
大津少年剣道クラブ総監督

9 水谷　謙一郎
(弓道連盟 )

熊本県弓道連盟常任理事
八代市弓道連盟会長

10 木庭　浩一
(ボクシング連盟 )

九州ボクシング連盟強化委員長
熊本県ボクシング連盟理事長

11 興野　　稔
(銃剣道連盟 ) 熊本県銃剣道連盟上益城郡支部長

12 大川　末長
(ゲートボール連合 ) 熊本県ゲートボール連合副理事長

13 石橋　安孝
(少林寺拳法連盟 )

熊本県少林寺拳法連盟監査
繊月道院拳友会代表

No 氏　　名
（団体名） 団体職名

1 浜田　正治
(熊本市体育協会 )

元熊本市体育協会理事
元熊本市富合校区体育協会会長

2 西村　和幸
(熊本市体育協会 )

元熊本市体育協会理事
熊本市卓球協会理事長

3 坂田　憲治
(八代市体育協会 )

元八代市体育協会副理事長
昭和校区体育協会会長

4 吉村　英壽
(荒尾市体育協会 )

元荒尾市軟式野球連盟理事長
荒尾市体育協会副会長

5 盛下　輝夫
(水俣市体育協会 )

水俣22区さくらクラブスポーツ少年団監督
熊本県軟式野球連盟少年部理事
水俣市軟式野球連盟少年部部長

6 切通　英博
(上天草市体育協会 )

元上天草市体育協会会長
元上天草スポーツクラブドリームズ会長

7 中村　勝也
(宇城市体育協会 )

元宇城市体育協会副会長
元宇城市体育協会松橋支部会長
NPO法人スポーツアカデミー熊本宇城副理
事長

8 髙橋　幸生
(阿蘇郡市体育協会 )

阿蘇郡市クレー射撃協会会長
産山村クレー射撃協会会長
阿蘇中部クレー射撃協会会長
産山村体育協会理事

No 団体名
(所属 )

設立
（活動年数）

代表者
（会員数）

1 大津町サッカー協会
(熊本県サッカー協会 )

昭和52年 4月
（41年間）

樋口　陽一
（200名）

2 御船道院拳友会
(少林寺拳法連盟 )

昭和46年 12月
（47年間）

緒方　　公
（20名）

3 熊本市五福校区体育協会
(熊本市体育協会 )

昭和50年 9月
（43年間）

田中　恭徳
（3,934名）

4
八代市グラウンド・
ゴルフ協会

(八代市体育協会 )
平成3年6月
（27年間）

白石　善吾
（750名）

5 荒尾市水泳協会
(荒尾市体育協会 )

昭和21年 6月
（72年間）

加賀田　和彦
（165名）

6 水俣市ダンススポーツ連盟
( 水俣市体育協会 )

平成16年 4月
（14年間）

山内　誠二
（22名）

No 氏　　名
（推薦団体）

所属
（競技種目）

1 今井　双葉
（山鹿市体育協会）

熊本学園大学
（ボウリング）

　永年にわたり本県のスポーツ振興に御尽力をいただきました功労者21名、優秀者1名、優良団体６団体の
表彰式を1月12日（土）に開催いたしました「加盟団体長・理事長会」内で執り行いました。

熊本県体育協会
スポーツ功労者・優秀者・優良団体　表彰式

平成30年度熊本県体育協会表彰 スポーツ功労者　受賞者一覧

平成30年度熊本県体育協会表彰
スポーツ優秀者　受賞者一覧

平成30年度熊本県体育協会表彰
スポーツ優良団体　受賞団体一覧

《　競技団体推薦　》 《　郡市体育協会推薦　》
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　平成30年度加盟団体長・理事長会を1月12日（土）にホテル
日航熊本（熊本市）に於いて、加盟団体の会長並びに理事長をは
じめ、関係団体等から120名の参加を得て開催しました。
　当日は、日本スポーツ協会副会長兼専務理事 泉　正文 氏を
講師にお迎えし、「スポーツの在り方とスポーツ団体の使命」を
テーマに御講演をいただきました。
　本県は2019年に女子ハンドボール世界選手権大会やラグ
ビーワールドカップの開催を控え、2020年には東京でオリン
ピックやパラリンピックが開催されるな
どスポーツが注目される中、改めてスポー
ツ・インテグリティ（誠実性・健全性・高潔
性）の重要性について学ぶ機会となり大変
有意義で励みとなる講演になりました。

　第73回熊本県民体育祭表彰式を1月12日（土）に開催いたしました「加盟団体長・理事長会」内で執り行い
ました。栄えある男女総合優勝並びに女子総合優勝は、ともに熊本市となりました。（総合成績の詳細について
は、「熊本県体育協会会報№119」及び県体育協会ホームページに掲載しています。）

　本県のスポーツ振興を推進し、本県で2019年に開催す
る「女子ハンドボール世界選手権大会」や「ラグビーワール
ドカップ」の周知並びに県民のスポーツに対する機運を高
めていただく機会として、１月１２日（土）に熊本市上通り
アーケードにおいて街頭募金活動を実施しました。
　当日は、本会役員並びに加盟団体の皆様をはじめ、「熊本
アーティスティックスイミングクラブ」、「東部地域総合型
スポーツクラブ」の方々にもお手伝いをいただきました。
　多くの県民の皆様からいただきました心温まる貴重な
浄財は、本県のスポーツ振興に充当させていただきます。
　御協力ありがとうございました。

加盟団体長・理事長会

第73回熊本県民体育祭表彰式

街頭募金活動

会場講師　泉　正文氏

男・女共に総合優勝　熊本市 総合躍進第一位　球磨郡
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夢・・希望　　翔け未来へ

第74回熊本県民  体育祭宇城地域大会第74回熊本県民 
2019年9月14日　 ・15日土 日

　　熊本県民最大のスポーツイベントである第74回熊本県民体育祭が9月14日と
15日の2日間にわたり、12年ぶりに宇城地域で開催されることとなりました。今回
は24の採点競技と8の公開競技が予定されており、宇城地域では31会場で19競技が
行われ、熱い戦いが繰り広げられます。
　当地域は、熊本県のちょうど中心部にあり、宇城市・宇土市・美里町の各地で、そ
れぞれ伝統的な行事が盛んに行われております。また、山から海へと美しい景観が
続き、自然豊かな土地で育った美味しい特産物も多く、選手や役員の方々はもとよ
り、ご観戦や応援でおこしの皆様にもご堪能いただけるものと思います。
　先般の熊本地震により、未だ復興の途中ではありますが、本大会のスローガン
「夢・希望・翔け未来へ」宇城地域県体のもと、２市１町が１つになり、県民皆様を勇
気付ける大会となりますよう、実行委員会一丸となって取り組んでまいります。
　今回の宇城地域大会が、参加される全ての人々にとって、素晴らしい思い出とな
りますよう準備を進めてまいりますので、関係機関並びに地元の皆様方のご支援
とご協力をよろしくお願い申し上げます。

実行委員会会長挨拶

第74回熊本県民体育祭
宇城地域大会実行委員会
会長　守田　憲史

第74回熊本県民体育祭宇城地域大会
実行委員会事務局
〒869-0541　
宇城市松橋町東松崎701-1
宇城市松橋不知火浄水管理センター内
TEL 0964-27-5703（直通）
FAX 0964-27-5799
Mail：uki-kentai74@blue.ocn.ne.jp

採点競技

公開競技

● 陸上競技
● 水泳
● 軟式野球
● ソフトボール
● ソフトテニス

● サッカー
● 卓球
● アーチェリー
● バドミントン
● バレーボール

● バスケットボール
● 空手道
● 柔道
● 剣道
● 相撲

● ゲートボール
● グラウンド・ゴルフ　
● 銃剣道
● ハンドボール
● テニス

● ボウリング
● クレー射撃
● 馬術
● 弓道

● カヌー
● ウエイトリフティング
● 登山

● ボクシング
● セーリング
● ゴルフ

● 新体操
● 日本拳法
● レスリング

熊延鉄道跡

美里町
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第74回熊本県民  体育祭宇城地域大会 体育祭宇城地域大会

御興来海岸

宇土市

三角西港

宇城市

フラワーフェスタ

宇城市

海のピラミッド

宇城市

轟水源

宇土市

雨乞い大太鼓

宇土市

みどりかわ湖どんど祭り

美里町

日本一の石段

美里町
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第74回熊本県民体育祭競技別日程・会場（案）

競技名
開会式 競技開始

会 場 名 市町村名
14日 14日 15日

陸上競技 11:45 13:00 9:00 県営八代運動公園陸上競技場 八代市
水泳 13:00 13:20 9:00 宇城市民プール 宇城市

軟式野球 -

9:00 8:30 宇城市岡岳グラウンド 宇城市
9:00 8:30 宇城市豊福グラウンド 宇城市
9:00 8:30 宇城市不知火グラウンド 宇城市
9:00 8:30 宇城市稲川グラウンド 宇城市

ソフトボール
男

- 10:00 - 宇土市立岡総合グラウンド 宇土市
9:00 10:00 9:00 熊本市富合町雁回公園グラウンド 熊本市

女
- 10:00 - 美里町カントリーパークグラウンド 美里町
9:00 10:00 9:00 美里町町営球技場 美里町

ソフトテニス 9:15 9:30 9:00
宇土市運動公園テニスコート 宇土市
宇土市立鶴城中学校テニスコート 宇土市

卓球 11:30 12:00 9:00 宇城市立豊野小中学校体育館 宇城市

バドミントン 男 10:30 11:00 9:00 ecowin 宇土アリーナ（宇土市民体育館） 宇土市女

バレーボール
男

- 10:40 - 熊本市富合町雁回館 熊本市
10:00 10:40 9:30 熊本市城南総合スポーツセンター 熊本市

女
10:00 10:40 9:30 宇城市立河江小学校体育館 宇城市
- 10:40 - 宇城市農業者トレーニングセンター 宇城市

バスケットボール
男

- 9:30 9:00 宇城市不知火体育館 宇城市
10:30 9:30 9:00 宇城市立松橋中学校体育館 宇城市

女
- 9:30 9:00 熊本県立松橋高等学校第１体育館 宇城市
- 9:30 9:00 宇城市立不知火中学校体育館 宇城市

ハンドボール
男

- 未定 9:00 宇城市松橋総合体育文化センター（ウイングまつばせ） 宇城市
10:00 未定 - 美里町総合体育館 美里町

女 - 未定 9:00 熊本県立松橋高等学校第２体育館 宇城市
サッカー 12:00 13:00 9:30 宇城市観音山グラウンド 宇城市

柔道 15日
9:00 - 10:00 宇城市三角B＆G海洋センター 宇城市

剣道 15日
9:30 - 10:00 美里町立砥用中学校体育館 美里町

弓道 10:20 11:00 9:00 熊本市南部総合スポーツセンター 熊本市
相撲 - - 10:00 宇土市立鶴城中学校相撲場 宇土市
銃剣道 15日9:30 - 10:00 宇城市立三角中学校体育館 宇城市
空手道 13:30 14:00 9:30 宇土市立網津小学校体育館 宇土市

アーチェリー 13:00 13:15 9:00 宇土市浜戸川運動広場 宇土市
クレー射撃 8:30 9:00 9:00 熊本県総合射撃場 益城町
馬術 12:30 13:00 8:30 熊本県立菊池農業高等学校 菊池市
テニス 9:00 9:30 9:30 熊本県民総合運動公園テニスコート 熊本市

ゲートボール 男 12:00 12:30 9:00 美里町総合運動公園グラウンド 美里町女
ボウリング 11:00 11:30 8:30 パスカワールド宇土店 宇土市

グラウンドゴルフ
男 13:00 13:30 8:30

熊本県博物館ネットワークセンター多目的広場 宇城市
女 13:00 13:30 8:30

開催予定期日

開会式

閉会式

平成31年9月14日（土）～15日（日）の2日間

採点競技

宇城市松橋総合体育文化センター（ウイングまつばせ）　メインアリーナ
※雨天時　同様

宇城市松橋総合体育文化センター（ウイングまつばせ）コミュニティアリーナ

宇城市

宇城市
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　平成31年１月1
7日（木）午後3時か

ら熊本県庁におい

て、第74回国民体育
大会冬季大会熊本県

選手団結団式を

行いました。

　熊本県体育協会 前
川收 副会長からスキ

ー競技の団長で

ある熊本県体育協会
 松尾具親 副会長に

、松尾団長から、選

手団を代表してスケ
ート競技（ショート

トラック）髙橋七

紬子選手（熊本信愛
女学院高等学校）に

団旗が授与されま

した。また、スキー競
技（ジャイアントス

ラローム）福山涼

太選手（東海大学）が
力強く選手宣誓を行

いました。

　　「北国の　雪と氷に　刻む夢」のスローガンのもと、第７４回
国民体育大会スケート競技会・アイスホッケー競技会が北海道釧
路市で開催されました【１月３０日（水）～２月３日（日）】。また、
第７４回国民体育大会スキー競技会が北海道札幌市で開催され
ました。【２月１４日（木）～１７日（日）】。　本県からは、スケート競技会・アイスホッケー競技会・スキー競
技会に４５名の選手団を派遣し、熱戦を展開しました。

第74回国民
体育大会冬季

大会結団式

第74回国民体育大会冬季大会
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平成30年度
東京オリンピック選手育成事業
　本事業は、各競技種目のオリンピック出場によ
り可能性のある選手を選出し、集中的に競技力の
育成・強化支援をはかるものです。今年度は、31
名の選手を指定し、強化事業やメディカルチェッ
ク事業、トレーナー派遣事業など、多方面から選
手を支援しています。
　なお、前回のリオデジャネイロオリンピックに
は、指定選手から2名（バドミントン競技：山口茜
選手　ボクシング競技：成松大介選手）が出場し
ました。また、昨年8月に開催されたアジア大会
（ジャカルタ）においても、8人の指定選手が参加
し、金メダル2個・銅メダル4個という輝かしい成
績を収めました。

No 氏　名 性別 競技名 所属学校

1 齊藤　　勇真 男 陸上競技 筑波大学

2 吉良　　愛美 女 陸上競技 アットホーム

3 瀬戸口　大地 男 陸上競技 山梨学院大学

4 野中　　大暉 男 水泳競技 日本体育大学

5 稲木　李菜子 女 体操競技（新体操） 熊本市立力合中学校

6 岡　　　準平 男 体操競技 徳洲会体操クラブ

7 安藤　みなみ 女 卓球 専修大学

8 山口　　　茜 女 バドミントン 再春館製薬所

9 園田　　啓悟 男 バドミントン トナミ運輸㈱

10 嘉村　　健士 男 バドミントン トナミ運輸㈱

11 田中　　志穂 女 バドミントン 北都銀行

12 峰　　　歩美 女 バドミントン 再春館製薬所

13 志田　　千陽 女 バドミントン 再春館製薬所

14 松山　　奈未 女 バドミントン 再春館製薬所

15 権藤　　公平 男 バドミントン トナミ運輸㈱

16 梅木　　真美 女 柔道 ALSOK綜合警備保障

17 米村　　克麻 男 柔道 センコー

18 古賀　紗理那 女 バレーボール NECレッドロケッツ

19 宮浦　　健人 男 バレーボール 早稲田大学

20 永田　しおり 女 ハンドボール オムロンリレーアンドデバイス株式会社

21 勝連　　智恵 女 ハンドボール オムロンリレーアンドデバイス株式会社

22 吉田　　起子 女 ハンドボール オムロンリレーアンドデバイス株式会社

23 石井　　優花 女 ハンドボール オムロンリレーアンドデバイス株式会社

24 藤本　　純季 男 ハンドボール トヨタ車体株式会社

25 岩渕　いくみ 女 ハンドボール オムロンリレーアンドデバイス株式会社

26 石松　　大晟 男 山岳 ClimbParkCamp入間店

27 成松　　大介 男 ボクシング 自衛隊体育学校

28 小村　つばさ 女 ボクシング 自衛隊体育学校

29 荒木　　大貴 男 レスリング 専修大学

30 菊池　　小巻 女 フェンシング 専修大学

31 緒方　実奈海 女 フェンシング 法政大学

平成30年度2020東京オリンピック育成指定選手一覧

【スケート・アイスホッケー競技会】
会期：平成31年1月30日（水）～２月３日（日）
会場：北海道釧路市

【スキー競技会】
会期：平成31年2月14日（木）～17日（日）
会場：北海道札幌市

【第74回国民体育大会都道府県総合成績】

第74回国民体育大会冬季
大会

熊本県選手団成
績

男女総合成績（天皇杯成績） 女子総合成績（皇后杯成績）

競技得点 参加得点 合計得点 順位 競技得点 参加得点 合計得点 順位

0 20 20 32 0 10 10 25

男女総合成績（天皇杯成績） 女子総合成績（皇后杯成績）

競技得点 参加得点 合計得点 順位 競技得点 参加得点 合計得点 順位

0 10 10 22 0 10 10 18

男女総合成績（天皇杯成績） 女子総合成績（皇后杯成績）
得点
合計 順位 スケート アイス

ホッケー スキー 得点
合計 順位 スケート スキー

30 33 10 10 10 20 28 10 10
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　本会では、文部科学省が推進している「アクティブチャ
イルドプログラム」を通して、運動することの喜びや楽
しさを体験しスポーツ（運動）を好きになってもらうと
ともに、自身の運動能力・発育発達に応じた子どもの体
力向上を図ることを目的に、本事業を実施しました。
　県内12か所に14人の講師を派遣し、592人の参加を
得て啓発活動が実施できました。さらに、参加者の中から、12月
1日（土）に実施したアクティブチャイルドプログラム普及促進研修会に
参加した方も多数いました。
　引き続き、本会では小学校運動部活動の社会体育移行の受け皿づくり、
子どもたちのスポーツ環境の整備や指導者の育成等行う必要があるため、
アクティブチャイルドプログラムの普及啓発に取り組んでいきます。

NPO法人スポレク・エイト
・日時 ７月７日（土）
 午前10時～午前11時30分
・会場 熊本市立城山小学校体育館
・講師 齋藤久允氏
・内容 熊本市立城山小学校４年生の学年
 レクリエーションでの指導
・参加実績 児童53人、保護者31人、教員4人

1 嘉島町総合型地域クラブ
・日時 7月12日（木）
 午前10時30分～午前11時30分
・会場 嘉島町民体育館
・講師 立山明佐子氏
・内容 嘉島幼稚園の４歳児及び５歳児への
 指導
・参加実績 4歳児18人、５歳児30人

2 ひかわスポーツクラブ
・日時 ７月２７日（金）午後２時～午後３時
・会場 氷川町立宮原体育館
・講師 村上久栄氏
・内容 クラブ主催のサマーチャレンジ
 スクール参加者への指導
・参加実績 小学１年生から６年生４９人

3

NPO法人長洲にこにこクラブ
・日時 10月1日（月）午後５時～午後６時
・会場 長洲町総合スポーツセンター
・講師 立山明佐子氏
・内容 クラブで募集した幼児への指導
・参加実績 幼児10人

7 山鹿市教育委員会
・日時 10月8日（月）
 午後1時～午後２時３０分
・会場 山鹿市カルチャースポーツセンター
・講師 松崎貴美子氏、中尾雄一氏
・内容 小学１年生から６年生及び保護者へ
 の指導
・参加実績 小学生35人、保護者５人

8 熊本県少林寺拳法連盟
・日時 11月４日（日）
 午後１時30分～午後２時30分
・会場 玉名市横島体育館
・講師 小川正希氏
・内容 少林寺拳法の試合に参加している
 小学１年生から中学生に対する指導
・参加実績 小学１年生から中学生140人

9

湯前さわやかクラブだんだん
・日時 ８月１９日（日）午後２時～午後４時
・会場 湯前町農業環境改善センター
・講師 齋藤久允氏
・内容 クラブの指導者及びスポーツ推進委
 員や保護者とクラブ会員の子どもた
 ちへの指導
・参加実績 幼児を含む小学生11人と指導者ら
 10人

4 人吉市スポーツ少年団
・日時 8月26日（日）
 午後9時30～午後11時30
・会場 人吉スポーツパレス
・講師 村上久栄氏、甲斐貴子氏
・内容 人吉市で活動するスポーツ少年団の
 団員及び指導者等への指導
・参加実績 団員の小学生28人と指導者や教育
 委員会関係者9人

5 山鹿市立来民小学校
・日時 ９月２７日（木）
 午後２時２０分～午後４時
・会場 山鹿市立来民小学校
・講師 松崎貴美子氏
・内容 小学３年生、５年生の体育の時間で
 子どもたちへの指導
・参加実績 小学生3年生44人、小学5年生45人

6

わいわいクリスポやまえ
・日時 11月24日（日）
 午後２時10分～午後３時10分
・会場 山江村農業環境改善センター
・講師 甲斐貴子氏
・内容 人吉・球磨地域の総合型地域スポーツ
 クラブ関係者に対し、アクティブチャ
 イルドプログラムの紹介、実践指導。
・参加実績 人吉・球磨地域の総合型クラブ関係者
 30人

10 茶れんじクラブ
・日時 11月26日（月）
 午後７時～午後８時30分
・会場 相良村総合体育館
・講師 齋藤久允氏
・内容 茶れんじクラブの指導者らを対象に
 アクティブチャイルドプログラムの
 講義及び実技指導。
・参加実績 茶れんじクラブ指導者及び村体協、
 スポーツ推進委員等指導者20人

11 出水南どっとネット
・日時 12月15日（土）午後２時～午後４時
・場所 熊本市立出水南小学校体育館
・講師 松崎貴美子氏
・内容 小学１年生から３年生までを対象に
 アクティブチャイルドプログラムの
 実技指導。
・参加実績 出水南どっとネット会員等小学２～
 ３年生20人

12

平成30年度アクティブチャイルド平成30年度アクティブチャイルド
プログラム普及事業プログラム普及事業

アクティブチャイルドプログラム普及促進研修会
・日時 １２月１日（土）午後1時～
・場所 菊陽町町民センターキャロッピア

・講師 （座学）齋藤久允氏（実技）甲斐貴子氏、斎藤陽子氏、松崎貴美子氏
・内容 アクティブチャイルドプログラムの座学及び実技研修
・参加実績　49人
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くまもとジュニアアスレティックトライアルくまもとジュニアアスレティックトライアル
　平成30年12月22日（土）に、熊本県内の小学生参加のもと、運動の基礎
動作「走る・跳ぶ・投げる」の記録会を通して、運動能力の現状把握と能力向
上を図り、子どもたちがスポーツに親しみを持てるよう環境を整備するこ
とを目的に、「ジュニアアスレティックトライアル」を開催しました。今回
は、県内から25チーム256名が参加しました。
　記録会の前には、いつもより良い記録が出せるよう熊本大学陸上競技
部の部員から各種目のコツを伝授してもらいました。
　記録会の種目は、新体力テストの「走・跳・投」の種目と同じ
「50m走・立幅跳・ソフトボール投げ」を実施しました。
　また、スポーツによる元気づくりを目的として開催し、記録会
終了後に、県内のアクティブ・チャイルド・プログラム講師から、
各学年ごとに運動遊び・体力づくりを実施していただきました。
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地域スポーツ振興「講師等派遣事業」
　本会は、「日本スポーツ振興センター・スポーツ振興くじ助成事業」を受けて、地域体育協会や、総合型地域ス
ポーツクラブを対象に、県内のアスリートやスポーツドクター、アスレティックトレーナー、有識者等を講師と
して派遣し、実技指導や研修・講義を行い、地域スポーツの普及・発展を図ることを目的に、「講師等派遣事業」を
実施しています。
　本年度は、9団体に16事業を開催していただきました。

・事業名 小学生水泳教室　
・期　日 平成30年8月6日～８月９日（３回）　
・講　師 荒木誠氏、大塚貴裕氏、竹田津英里氏
・参加者 桜木小学校、桜木東小学校の児童　延べ336人

・事業名 クロールのコツを学んじゃおうスクール
・期　日 平成30年7月26日～8月16日（3回）
・講　師 一森直子氏
・参加者 小学３年生以上の男女　延べ66人

・事業名 上下益城郡総合型地域スポーツクラブ
 連絡会議指導者研修会
・期　日 平成30年８月18日（１回）
・講　師 谷川直昭氏、野仲泰良氏、舛田俊樹氏、
 寺本のぞみ氏
・参加者 上下益城郡総合型地域スポーツクラブ会議
 の役員を含む指導者　38人

・事業名 キッズバレーボール教室
・期　日 平成30年10月14日、11月18日（２回）
・講　師 川床優香子氏、山田禎郎氏
・参加者 ４歳から小学生までの男女　延べ72人

・事業名 小学生のバスケ基礎講座
・期　日 平成30年11月11日、12月2日、16日（３回）　
・講　師 東　信克氏 
・参加者 社会体育ミニバスケットチーム　延べ107人

・事業名 みんなでシェイプアップ教室
・期　日　　平成30年11月11日（1回）　
・講　師　　鳥井理沙氏 
・参加者　小学生以上の親子　７人

・事業名 逆上がりのコツ教えます
・期　日 平成30年10月20日、12月8日（２回）　
・講　師 冨重叶夢氏、緒方保美氏 
・参加者 幼児～小学６年生　延べ50人

・事業名 体幹を意識したストレッチ＆トレーニング
 ～けが予防を意識して～
・期　日 平成30年11月25日（1回）
・講　師 鳥井理沙氏
・参加者 クラブ会員、地域住民　5人

NPO法人桜木ふれあいスポーツクラブ
・事業名　バスケットボール教室
・期　日 平成30年８月28日～9月11日（４回）
・講　師 福山直樹氏、松永建作氏、小笠原晟一氏、徳永隆聖氏、
 小林始佳氏
・参加者　小学4年生～6年生　延べ198人

出水南どっとネット

ひかわスポーツクラブ フネッピーすこやか
スポーツクラブ
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・事業名 障がい者スポーツ～障がい者の理解とスポーツ～
・期　日 平成３０年８月４日、９月29日（2回）
 10時～12時（2時間）
・講　師 芦江源太氏 
・参加者 NPO法人長洲にこにこクラブ指導者、
 長洲町スポーツ推進委員　延べ19人

・事業名 指導者研修会（ビジョナップトレーニング）
・期　日 平成30年7月20日（１回）　
・講　師 横山紀和氏、田村哲也氏、
・参加者 NPO法人上天草スポーツクラブドリームズ指導者18人

・事業名  卓球教室
・期　日 平成30年10月4日、11日、11月1日、15日（4回）
・講　師 高木誠也氏
・参加者 NPO法人長洲にこにこクラブ利用会員　延べ５２人

・事業名 指導者研修会（ストレッチング研修）
・期　日 平成30年8月3日　（1回）
・講　師 森川大貴氏、花田恭祐氏、
・参加者 NPO法人上天草スポーツクラブドリームズ指導者
 ジュニア会員、ジュニア会員の保護者　59人

・事業名 フラダンス教室
・期　日 平成30年7月13日～9月21日
 (6回)
・講　師 齋藤桂子氏　
・参加者 八代市在住者の子どもから高齢者
 まで参加　延べ41人

・事業名 体幹トレーニング＆
 ダイエット体験教室
・期　日 平成30年7月28日～
 12月8日（10回）
・講　師 説田光太朗氏、平野大樹氏
・参加者 地域住民　延べ85人

・事業名 卓球教室
・期　日 平成30年11月3日、24日、
 12月1日（3回）
・講　師 永目真治氏
・参加者 クラブ会員、小学生以上の地域住民
 延べ61人

やつしろ総合型クラブ
「リ・ボンズ」 DREAM火流山都ふれあい

スポーツクラブ

NPO法人長洲にこにこクラブ NPO法人上天草スポーツクラブドリームズ
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第 8回県内クラブ交流大会

平成30年度地域スポーツ指導者研修会

　2月16日（土）合志市総合センターヴィーブ
ルにて、第8回目となる県内クラブ交流大会を
開催しました。
　この大会は、クラブ間の交流を目的としてお
り、本会と熊本県総合型地域スポーツクラブ連
絡協議会との共催で開催しています。
　今年度は例年と実施方法を大きく変え、会場
のメインアリーナ、サブアリーナ、文化ホールを
使用して、「体験ブース」「発表ブース」「復興ブー
ス」に分けて実施しました。
　子どもから高齢者まで、多くの方が様々なプ
ログラムに御参加いただき、県内から総勢400
名の参加がありました。
　来賓として、熊本県教育庁教育指導局体育保
健課長の西村浩二様、合志市長の荒木義行様、合
志市教育長の惠濃裕司様に御出席いただきまし
た。
　また、今年度はくまもと・高齢者や障がい者に
やさしいまちづくり推進協議会の協力を得て、
障がい者スポーツの啓発を行いました。今後も
様々な機会を捉えて活動していきます。

　2月3日（土）宇城市小川文化センターラポートにて、地域スポーツ指導者の育成・養成、
資質向上を目的とした研修会を開催しました。
　本事業は今年度で３年目であり、県教育委員会の委託事業として実施しています。
　研修会では、冒頭に、熊本県教育庁教育指導局人権同和教育課の富田主幹から人権に係
る説明があり、その後「指導者に求められる資質と役割」との演題で、日本スポーツ協会常
務理事でアメリカ代表の女子バレーボールオリンピアンのヨーコ　ゼッターランド氏に
御講演をいただきました。
　ゼッターランド氏からは、「プレーヤーなくして指導なし」と述べられ、指導者は選手が
パフォーマンスしやすい環境づくりをすることや、選手との信頼関係を築くことの重要性
等、指導者としてあるべき姿や、指導者に求められる資質について、大変内容の濃いお話を
してくださいました。
　午後からは、「発想の転換―効果的な心理的サポート―」と題し、熊本学園大学の橋本公
雄氏による講話があり、子どもたちの成長を促すための心理的な面でのサポートについて
ご教示くださいました。
　さらに、「子どものためのスポーツ栄養学」と題し、一般財団法人熊本県スポーツ振興事
業団の山口かおり氏から、スポーツをするうえで必要な食事や具体的な献立について御紹
介いただきました。
　当日は、県内各地から300名を超える参加があり、大変充実した研修会となりました。
　次年度も引き続き研修会を開催し、指導者の資質向上に向けた取組を行っていきます。

橋本公雄氏

山口かおり氏

ヨーコ ゼッターランド氏
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　2018年12月24日～27日並びに2019年1月4日
～7日の期間に、熊本県山鹿市鹿央体育館並びに熊本県
オムロン鹿陽センターにて、J-STARプロジェクト2期
生・ハンドボールの拠点県合宿（第１クール・第２クー
ル）を開催しました。全国から選抜された中学生女子９
名が参加し、実施しました。第２クールでは、前日に起
きた熊本和水町を中心とする地震の影響も心配されま
したが、合宿は無事に実施され、韓国から招へいした洪
コーチ（オリンピックメダリスト）の丁寧な指導を受け
つつ、地元の中学生との合同トレーニングや日常生活
の中で打ち解け、元気よく明るい雰囲気での合宿とな
りました。

平成30年度競技力向上
対策研修会
　11月３日（土・祝）に水前寺共済会館グレーシアにお
いて、「平成30年度競技力向上対策研修会」を国体実施
競技団体の強化スタッフ等、約90名の参加のもとに開
催しました。 
　『講演』では、山崎一彦氏（順天堂大学　スポーツ健康
科学部教授・公益財団法人日本陸上競技連盟　強化委
員会ディレクター）が、「競技力向上を目指した指導体
制と育成・強化」をテーマに、競技力向上に向けた各選
手へのアプローチや姿勢等、様々な角度からの御経験
を分かりやすくお伝えいただきました。 
　『成績報告及び分析』では、第38回九州ブロック大会
（主会場：鹿児島県）及び第73回国民体育大会「福井し
あわせ元気国体」での成績を基に熊本県教育庁教育指
導局体育保健課が行いました。 
　また、『協議』では、各競技団体等の強化担当者等がグ
ループワークを行い、ジュニア育成・強化に対する課題
への取り組み等、意見交換が行われました。

ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト
第２期生拠点県合宿

01Topics

02Topics

Topics

JAPAN
RISING
STAR
PROJECT

独立行政法人日本スポーツ振興センター委託事業　アスリートパスウェイの戦略的支援（地域ネットワークを活用したアスリート育成パスウェイの整備）

独立行政法人日本スポーツ振興センター 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会スポーツ庁 公益財団法人日本オリンピック委員会

公益財団法人 日本スポーツ協会　国体推進部競技支援課J-STARプロジェクト事務局　Tel：03-3481-2453　 Fax：03-3481-2284　Mail：j-star@japan-sports.or.jp問合せ先

公益財団法人日本スポーツ協会

オリンピック・パラリンピックで活躍するアスリートを発掘

待ってろ、世界。

新たな競技へ
チャレンジ！

http://www.j-star.info/
詳しくはwebで! 

プロジェクト「  　　　　　　　　」
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　平成31年1月5日（土）にくまもと県民交流館パレア
（熊本市）において、「平成30年度第31回熊本県スポー
ツ指導者フォーラム」を開催しました。（主催：公益財団
法人熊本県体育協会・公益財団法人スポーツ安全協会熊
本県支部） 
　フォーラムには、加盟団体関係者をはじめ、日本ス
ポーツ協会公認スポーツ指導者等、222名が参加され
ました。講演では、講師の川原　貴先生（日本スポーツ協会スポーツドクター部会長・元国立スポーツ科学センター長）が「トップアスリート
の戦略的強化とスポーツ医・科学」～東京2020に向けて～をテーマにプレゼンテーションを行いました。 
　また、ワークショップでは、第14回目のテーマとなる「ジュニアスポーツの実態と問題点について」、トライアスロン連合の森　亮介氏、
ソフトボール協会の赤城陽一氏、NPO法人うとスポーツクラブの兼田裕明氏、本会クラブアドバイザー永田好文ら発表者４名が事例発表
を行い、座長の唐津邦利氏（本会スポーツ医科学専門委員会委員）を中心にフロアの参加者を含め、様々な意見交換を行いました。

　平成31年2月2日（土）に熊本県薬剤師会館（熊本市）において、「平成30年度国体選手を中心
としたアンチ・ドーピング教育・啓発事業　競技支援関係者熊本県講習会」を開催しました。（主
催：公益財団法人熊本県体育協会・共催：公益社団法人熊本県薬剤師会）
　講習会には、対象となった加盟団体関係者をはじめ、日本スポーツ協会公認スポーツドク
ター、本会トレーナー部会員、薬剤師等、58名が参加され、講演では、講師の赤間高雄先生（公
益財団法人東京2020オリンピック・パラリン
ピック組織委員会メディカルディレクター/公
益財団法人日本アンチ・ドーピング機構　副会
長）が、『アンチ・ドーピングの現状と教育及び啓
発の重要性』～東京2020に向けて～と題し、プ
レゼンテーションが行われました。

平成30年度「心理サポートプログラム・指導者向け
メンタルトレーニング講習会」／「栄養サポートプロ
グラム・指導者向け講習会」
平成31年1月27日（日）と同2月24日（日）にホテル熊本テルサ（熊本市）において平成30年度
「心理サポートプログラム・指導者向けメンタルトレーニング講習会」と「栄養サポートプログラ
ム・指導者向け講習会」を開催しました。（主催：公益財団法人熊本県体育協会）
　それぞれの講習会には、対象となった加盟団体の関係者をはじめ、地域スポーツの指導者等が
参加され、心理の講習会では、講師の橋本公雄先生（本会スポーツ医科学専門委員会・熊本学園大
学社会福祉学部シニア客員教授・日本スポーツ心理学会名誉会員）が、「競技力向上と自己成長の
ためのメンタルトレーニング」をテーマとして、実践を含めた講話が行われました。また、栄養の
講習会では、講師の石橋　彩先生（国立スポーツ科学センタースポーツ科学研究部・公認スポーツ
栄養士）が、「トップアスリートを支える食生活」をテーマとして、講話が行われました。
　各講習会参加者からは、講師に多くの質問が寄せられるなど、関心の高さが伺えました。

平成30年度第31回熊本県
スポーツ指導者フォーラム

平成30年度 アンチ・ドーピング教育・啓発事業熊本県講習会

03Topics

05Topics

04Topics
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PLAY TRUE""
を通して

スポーツの可能性を「無限」に拡げる

ルールを理解し守る

身体に摂り入れるものに
責任を持つ

過去の違反を
正直に伝える

ドーピング調査に協力

“PLAY TRUE”を実現する
全世界・全スポーツ共通の約束

世界アンチ・ドーピング規程

アンチ・ドーピングに関するルールの詳細は
公益財団法人　日本アンチ・ドーピング機構（JADA）

http://www.playtruejapan.org

アスリートの6つの役割と責務

世界アンチ・ドーピング規程で定められた
共通のルールを、アスリート自身が理解し、守ること。

自身が摂取するものすべてに対して責任を持
つこと、スポーツに参加する際に禁止されてい
る物質や方法を理解し、自身で適切な情報を求
めること。そして、自分で責任を取れること。

過去10年の間に、アンチ・ドーピング機関や国際競
技連盟以外によって認定されたアンチ・ドーピング
規則に違反をした場合は、自身の所属する国際競技
連盟とアンチ・ドーピング機関に伝えること。

自信が関わっていても、いなくても、
クリーンで公正なスポーツのために
アンチ・ドーピング規則違反に関係す
る情報の提供、調査に協力すること。

アスリートとして
自分の立場と責務を伝える
禁止物質・禁止方法、そしてアスリートと
しての責務を医師や薬剤師らに伝え、規則
違反にならないよう、自ら行動すること。

いつでもどこでも
検査に対応
ドーピング検査は、クリーンなアスリート、
クリーンなスポーツのためのもの。アスリー
トがいつでもどこでも検査に応じることで、
クリーンなスポーツの発信につながる。

自分自身、そして仲間や対戦相手やライバルの“クリーンなスポーツに参加する権利”
を守るため、アスリートとして果たすべきこと。

スポーツに参加する条件として
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傷害保険金額

死亡 後遺障害
（最高）

事故の日からその日を
含めて180日以内

賠償責任保険 突然死葬祭
費用保険
支払限度額（免責金額なし）

支払限度額

加入
対象者 補償対象となる団体・グループ活動 年間掛金

（1人当たり）

小さな掛金、大きな補償

2018年12月作成　18-T07915

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（2019年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン日本興亜
大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

TEL 03-3515-4346（平日9：00～17：00）この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ
安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は保険約款および特約
書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保
険（株）までお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険
保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。
※インターネットからも加入受付をおこなっております。

対象となる事故

団体・グループ活動中の事故/往復中の事故
保険期間

2019年4月1日午前0時から
2020年3月31日午後12時まで

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

加入区分・掛金・補償額

1,450
円

800
円

11,000
円

800
円

1,500
円

2,000
円

1,500
円

1,000
円

1,500
円

1,000
円

4,000
円

5,000
円

4,000
円

1,800
円

4,000
円

1,800
円

3,000
万円

3,150
万円

3,000
万円

900
万円

3,000
万円

750
万円

2,000
万円

2,100
万円

2,000
万円

600
万円

2,000
万円

500
万円

1,850
円

上記団体活動に加え、個人活動も対象

準備・片付け・応援・団体員の送迎

文化活動

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

地域活動ボランティア活動

文化活動 地域活動ボランティア活動

1,200
円

自動車事故に
よって賠償責任
を負った場合は、
補償の対象とな
りません。

！

180万円

180万円

500万円対人・対物賠償
合算1事故

全年齢

上段：団体活動中およびその往復中の補償額
下段：上記以外（個人活動など）の補償額

※右記年齢の判断は、「2019年4月1日」
と「掛金の支払い手続きを行う日」のい
ずれか遅い日の年齢を基準とします。
※A2区分で対象となる活動も補償され
ます。

※スポーツ活動中の事故は補償の対象と
なりません。

※特別支
援学校
高等部
の生徒
を含む

（　　）
子ども
中学生
以下

（　　）高校生
以上

大人

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。

対象外

5億
500万円

（ （

（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は
1人 1億500万円

5億円
（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は
1人 1億円

（
5億円

（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は
1人 1億円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の
場合、保険金額はA1区分と同額

入院日額
1日目から/
180日限度

通院日額
1日目から/
30日限度 （（（（加入

区分

AW

A1

D

C
64歳以下

B
65歳以上

500
円

1,000
円

150
万円

100
万円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は
対象となりません。

A2
A2区分は
65歳以上
の方も加入
できます。

096-213-9015 電話受付時間　午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日を除く。）

〒861-8012 熊本市東区平山町2776熊本県支部
〈熊本県体育協会内〉

県民総合運動公園 陸上競技場


