
宮崎体協第219号　(令和2年3月)

公益財団法人宮崎県体育協会

専務理事　佐 多 　 裕 之

巻 頭 言

プレイヤーズ
ファーストについて

感動的なビッグイベントとなったラグビーワールドカップ大会が終了し、いよいよ東京オ

リンピック・パラリンピックが開催される 2020 年となりました。

聖火リレーのランナーや行程の発表、日本代表選手の決定・内定などぞくぞくと気運の高

まりが感じられるようになりました。果たして宮崎県にゆかりのある代表選手やスタッフは

何人選出されるのかとスポーツ関係者ばかりではなく、県民が高い関心をもっています。

ところで日本では昨今、「プレイヤーズファースト」という言葉が浸透しつつありますが、

このことについて本協会指導者協議会のポスターにも「プレイヤーズファースト」の文字が

大きく書かれています。

今、日本ではジュニア世代に対する指導の在り方が、大きな変化を迎えています。かつて

スポーツの指導者と言えば、指導者と子供の主従関係、根性論や体罰などがまかり通ってい

ましたが、時は流れ、世の中の価値基準が変わり、それらは過去のものとなりました。現在、

育成の現場に浸透しつつあるのが「プレイヤーズファースト」という考え方なのです。

「プレイヤーズファースト」とは勝利至上主義に囚われず、選手（子供たち）の将来を考え

ながら、競技者・人間として成長できる環境を、指導者をはじめとする大人たちが整え、導

こうという考え方です。決して選手に甘くなるわけでもなければ、「選手がやりたいと言うか

らやらせた」と責任転嫁するための言葉でもありません。選手を一人の人間として尊重し、

向き合うことから始まる、指導者と選手の対等な関係を意味するといわれています。

向き合い方や距離の取り方は、選手によって変わると思います。常に声をかけてほしい選

手もいれば、何も必要のない選手もいます。プレイヤーが何を必要としているかを見極めて、

距離感を保つようにすることが大切です。選手の個性は様々、一つの方法に固執せず、それ

ぞれの個性を見極め、柔軟に対応していくことが重要だと思います。

指導者のみなさん、もう一度みなさんでこの言葉「プレイヤーズファースト」の意味を考

えていきましょう。

この宮崎体協が発刊される頃には新型コロナウィルス感染症が収束し、多くの子供たちの

スポーツを行う元気な声が聞こえていることを心より祈念しています。
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宮崎体協 第219号　(令和2年3月)

令和元年度
公益財団法人宮崎県体育協会 実施事業（11月〜3月）

11/  5（火） 第2回企画委員会・競技力向上対策委員会 都市公園事務所大会議室

11/  9（土） WAP育成プログラム⑲ 青島青少年自然の家

11/13（水） 第2回総務・財務委員会 都市公園事務所大会議室

11/15（金） 第2回普及・表彰委員会 都市公園事務所大会議室

11/18（月） 国体表彰式
第3回選手強化対策会議 県武道館大会議室

11/21（木） 九州ブロック大会冬季団旗授与式 県電ホール

11/22（金） 第2回理事会 県武道館大会議室

11/23（土） WAP育成プログラム⑳ 青島青少年自然の家

11/24（日） メディカルチェック 野崎東病院

11/28（木） 第2回スポーツ医・科学委員会 宮崎県医師会館

12/12（木） チャレンジマッチ競技・総務担当者会 都市公園事務所大会議室

12/14（土） WAP育成プログラム� 宮崎県総合運動公園

12/21（土） WAP育成プログラム� 宮崎県立看護大学

1/14（火） 第3回スポーツ指導者協議会 理事会 都市公園事務所大会議室

1/16（木） 新春関係者の集い MRTミック

1/18（土） WAP育成プログラム� 宮崎県体育館他

1/24（金） 国体冬季大会結団壮行式 県庁講堂

1/25（土） WAP育成プログラム� 宮崎県体育館 
日章学園高等学校
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宮崎体協第219号　(令和2年3月)

1/25（土） 
　〜26（日）

第2回スポーツリーダー養成講習会兼
スポーツ少年団認定員養成講習会 県武道館大会議室

2/  5（水） WAP第2回実行委員会 県庁講堂

2/  7（金） 第3回強化対策委員会 県庁講堂

2/  8（土） WAP育成プログラム�
宮崎県スポーツ指導者研修会

宮崎エースレーン他
県武道館大会議室

2/14（金） WAP競技団体説明会 県武道館大会議室

2/15（土） WAP育成プログラム� 宮崎県体育館

2/20（木） 第2回スポーツ少年団事務担当者会 県武道館大会議室

2/21（金） 第3回普及・表彰委員会 都市公園事務所大会議室

2/22（土） WAP5期生事業説明会・WAP育成プログラム� 宮崎県体育館他

2/23（日） メディカルチェック報告会 野崎東病院

2/25（火） 第3回総務・財務専門委員会 都市公園事務所大会議室

2/26（水） 第3回企画委員会・競技力向上対策委員会 都市公園事務所大会議室

2/28（金） スポーツ少年団常任委員会・本部長会 県武道館大会議室

3/  2（月） 第3回スポーツ医・科学委員会 宮崎県医師会館

3/  3（火） 第3回理事会 県武道館大会議室

※WAPとは「ワールドアスリート発掘・育成プロジェクト」の略称です。
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宮崎体協 第219号　(令和2年3月)

スポーツ優秀賞（個人）

スポーツ優秀賞（団体）

令和元年度公益財団法人宮崎県体育協会
 スポーツ優秀賞・奨励賞（小中高生）

一覧 選手及び指導者

競技名 団体名及び選手〇は学年 大会名【主催団体名】 大会期日 成績

サッカー
競技

＜宮崎日本大学中学校＞
阿萬　皓平（あまん　こうへい）③
山内総士朗（やまうち　そうじろう）③
佐々木　渉（ささき　わたる）③
有馬　悠風（ありま　はるか）③
白田真乃亮（しらた　しんのすけ）③
川添　　航（かわそえ　こう）③
椎葉　　航（しいば　こう）③
日髙　　凛（ひだか　りん）③
束野　　瑛（つかの　あきら）③
宝徳　晃世（ほうとく　こうせい）③
鬼束　　匡（おにつか　たすく）③
東　　竜正（ひがし　りゅうしょう）③
山内　靖琉（やまうち　せいる）③
河野　輝琉（かわの　ひかる）③
糸平　　瑛（いとひら　あきら）②
福岡　煌埼（ふくおか　こうき）②
冨永　統椰（とみなが　とうや）②
倉盛　海音（くらもり　かいと）②

第 50 回全国中学校
サッカー大会

【公益財団法人日本中学校
体育連盟】

2019/8/19~24 第 3 位

サーフィン
競技

＜日本サーフィン連盟宮崎支部＞
三木　望未（みき　のぞみ）⑥
 （宮崎市立木花小学校）
藤井　徳大（ふじい　よしひろ）③

（県立高鍋高等学校）
増田　来希（ますだ　らいき）③

（県立富島高等学校）

第 54 回全日本サーフィン
選手権大会

【一般社団法人
日本サーフィン連盟】

2019/8/19~24 第 2 位

競技名 氏名 所属 学年 大会名【主催団体名】 大会期日 成績

陸上競技

岩永　俊介
（いわなが　しゅんすけ）

県立宮崎大宮
高等学校

２
年

第 13 回 U18 日本陸上競技選手権大会 
男子 300mH(0.914m)

【日本陸上競技連盟】

2019/
10/20

第
３
位

新坂　太佳子 
（にいさか　たかこ）

西池 AC
（県立宮崎大宮

高等学校）
２
年

第 13 回 U18 日本陸上競技選手権大会 
女子 100m

【日本陸上競技連盟】

2019/
10/19

第
３
位

第 13 回 U18 日本陸上競技選手権大会
女子 200m

【日本陸上競技連盟】

2019/
10/20

第
３
位

自転車
競技

髙佐　龍太郎
（こうさ　りゅうたろう）

県立都城工業
高等学校

２
年

JOC ジュニアオリンピックカップ 
U17　スクラッチ競技 

【日本自転車競技連盟】

2019/
8/17~18

第
３
位

岩元　美佳 
（いわもと　みか）

県立都城工業
高等学校

１
年

JOC ジュニアオリンピックカップ 
U17　女子 500mTT 

【日本自転車競技連盟】

2019/
8/17~18

第
２
位
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宮崎体協第219号　(令和2年3月)

自転車
競技

年見　穂風
（としみ　ほのか）

県立都城工業
高等学校

１
年

JOC ジュニアオリンピックカップ 
U17　女子スプリント 

【日本自転車競技連盟】

2019/
8/17~18

優
勝

JOC ジュニアオリンピックカップ 
U17　女子ケイリン 

【日本自転車競技連盟】

2019/
8/17~18

第
３
位

藤村　一磨
（ふじむら　かずま）

宮崎県
ジュニアクラブ

（三股町立
三股中学校）

２
年

JOC ジュニアオリンピックカップ 
U15　3km 個人パシュート 

【日本自転車競技連盟】

2019/
8/17~18

第
２
位

楠　侑磨
（くすのき　ゆうま）

宮崎県
ジュニアクラブ

（西都市立
妻中学校）

１
年

JOC ジュニアオリンピックカップ　
2019 全国ユース選抜マウンテンバイク 
男子ユース　U15 

【日本自転車競技連盟】

2019/
8/4

第
３
位

楠　泰駕
（くすのき　たいが）

宮崎県
ジュニアクラブ

（西都市立
妻北小学校）

３
年

JOC ジュニアオリンピックカップ　
2019 全国ユース選抜マウンテンバイク 
小学 3 年生男子 

【日本自転車競技連盟】

2019/
8/4

第
２
位

ボウリング
競技

愛甲　雅治
（あいこう　まさはる）

宮崎エースレーン
ジュニアクラブ

（宮崎大学
教育学部

附属中学校）

２
年

U22 5th Fukuoka Summer Cup  
Bowling Tournament 2019
sponsored by STORM U15 部門

【公益財団法人全日本ボウリング協会、
U22】

2019/
8/7 ～ 11

優
勝

相撲競技 甲斐　葉月
（かい　はづき）

延岡相撲道場
（延岡市立

北方学園
小学校）

６
年

第 10 回全日本女子相撲郡上記念大会 
6 年生の部 50㎏以上 60㎏未満級 

【公益財団法人日本相撲連盟】

2019/
7/21

優
勝

卓球競技 郡司　景斗
（ぐんじ　けいと）

スマイル TC
（宮崎市立
国富小学校）

４
年

全農杯　令和元年度全日本卓球選手権
大会カブ男子シングルス（小学 4 年生
以下）【日本卓球協会】

2019/
7/28

第
３
位

柔道競技

福永　葉子
（ふくなが　はこ）

宮崎日本大学
中学校

２
年

第 50 回全国中学校柔道大会 
女子個人 44㎏級 

【公益財団法人日本中学校体育連盟、
全日本柔道連盟】

2019/
8/17~20

第
３
位

植田　こころ
（うえだ　こころ）

生目道場
（宮崎市立

小松台小学校）
５
年

第 16 回全国小学校学年別柔道大会 
5 年生女子　40㎏級 

【公益財団法人全日本柔道連盟】

2019/
8/11

準
優
勝

バドミントン
競技

串間　太政
（くしま　たいせい）

UNAID 宮崎
BCJr

（宮崎市立
宮崎南小学校）

２
年

第 20 回ダイハツ全国小学生 ABC バド
ミントン大会 C グループ（小学 2 年生
以下の部）【日本バドミントン協会・
日本小学生バドミントン連盟】

2019/
8/13

優
勝

空手道
競技

鈴木　心結
（すずき　みゆ）

夢道場
（宮崎市立
檍北小学校）

６
年

第 19 回全国少年少女空手道選手権大会
小学 6 年生女子組手の部

【全日本空手道連盟】

2019/
8/3

第
３
位

武術
太極拳
競技

宮中　愛海 
（みやなか　あみ）

HIMUKA
カンフークラブ

（高鍋町立
高鍋東中学校）

３
年

第 74 回国民体育大会　国体公開競技
武術太極拳競技　少年女子初級長拳

【公益社団法人日本スポーツ協会・
日本武術太極拳連盟】

2019/
9/15~16

優
勝

熊谷　元慎
（くまがい　げんしん）

HIMUKA
カンフークラブ
（宮崎日本大学

中学校）

１
年

第 27 回ジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会　男子　初級長器械 

【公益社団法人日本武術太極拳連盟】

2019/
4/20~21

第
３
位
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スポーツ優秀賞（指導者）
競技名 氏名 所属 大会名及び指導者

ボウリング
競技

山本　由美子
（やまもと　ゆみこ） 宮崎エースレーン

U22 5th Fukuoka Summer Cup
Bowling Tournament 2019 sponsored by STORM
 U15 部門優勝指導者

空手道競技 渡邊　誠一
（わたなべ　せいいち） 夢道場 第 19 回全国少年少女空手道選手権大会

小学 6 年生女子組手の部　第 3 位　指導者

陸上競技

井上　寿博
（いのうえ　としひろ）西池アスリートクラブ

○第 13 回 U18 日本陸上競技選手権大会 
女子 100m　第 3 位　指導者
○第 13 回 U18 日本陸上競技選手権大会
女子 200m　第 3 位　指導者

甲斐　潤一
（かい　じゅんいち） 県立宮崎大宮高等学校 第 13 回 U18 日本陸上競技選手権大会 

男子 300mH(0.914m)　第 3 位　指導者

卓球競技 郡司　俊彦
（ぐんじ　としひこ） スマイル TC 全農杯　令和元年度全日本卓球選手権大会 カブ男子

シングルス（小学 4 年生以下）　第 3 位　指導者

武術
太極拳
競技

熊谷　元慎
（くまがい　げんしん）

HIMUKA
カンフークラブ
（宮崎日本大学

中学校）

１
年

第 27 回ジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会 男子 初級短器械の部 

【公益社団法人日本武術太極拳連盟】

2019/
4/20~21

第
２
位

第 27 回ジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会 男子 初級長拳の部 

【公益社団法人日本武術太極拳連盟】

2019/
4/20~21

第
３
位

ソフト
テニス
競技

増田　汰一
（ますだ　たいち）

スターキッズ
（都城市立
高城小学校）

５
年

平成 30 年度第 18 回全国小学生ソフトテニス大会
男子 4 年生以下

【日本ソフトテニス連盟・千葉県白子町】

2019/
3/29~31

優
勝

第 36 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会
男子個人戦【日本ソフトテニス連盟】

2019/
7/25~28

第
３
位

大前　幸輝
（おおまえ　こうき）

スターキッズ
（都城市立
高城小学校）

５
年

平成 30 年度全国小学生ソフトテニス大会
男子 4 年生以下

【日本ソフトテニス連盟・千葉県白子町】

2019/
3/29~31

優
勝

第 36 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会
男子個人戦【日本ソフトテニス連盟】

2019/
7/25~28

第
３
位

サーフィン
競技

三木　望未
（みき　のぞみ）

NSA宮崎支部
（宮崎市立
木花小学校）

６
年

第 54 回全日本サーフィン選手権大会
キッズクラス

【一般社団法人　日本サーフィン連盟】

2019/
8/19~24

第
３
位

増田　来希
（ますだ　らいき）

NSA宮崎支部
（県立富島
高等学校）

３
年

第 54 回全日本サーフィン選手権大会
ジュニアクラス

【一般社団法人　日本サーフィン連盟】

2019/
8/19~24

第
２
位

レスリング
競技

栗野　聖
（くりの　せい）

宮崎日本大学
高等学校

２
年

平成 31 年度 JOC ジュニアオリンピックカップ
ジュニアクイーンズ・レスリング選手権大会
カデットの部　53㎏級

【公益財団法人　日本レスリング協会】

2019/
4/2~3

第
３
位

山下　武蔵
（やました　むさし）

宮崎日本大学
高等学校

２
年

平成 31 年度 JOC ジュニアオリンピックカップ
全日本ジュニアレスリング選手権大会
カデットの部
グレコローマンスタイル 80㎏級

【公益財団法人　日本レスリング協会】

2019/
4/26~28

第
３
位

テニス
競技

髙妻　蘭丸
（こうづま　らんまる） 日向学院中学校 ３

年 DUNLOP　SRIXSON 全日本ジュニア
テニス選手権 2019SUPPORTED　by 
NISSHINBO　14 歳以下男子ダブルス

【日本テニス協会】

2019/
8/16

第
３
位大岐　優斗

（おおき　ゆうと）

シーガイアTA
（宮崎市立
加納中学校）

２
年

−6−



宮崎体協第219号　(令和2年3月)

競技名 団体名及び選手　〇は学年 大会名【主催団体名】 大会期日 成績

バドミン
トン
競技

＜三股町立三股中学校＞
相葉洵之介（あいば　じゅんのすけ）③
鈴東　大樹（すずひがし　たいき）③
外山　慶喜（とやま　よしき）③
中原　海（なかはら　かい）③
中西仁之介（なかにし　じんのすけ）②
松田　歩大（まつだ　あゆと）②
宮里　七星（みやざと　ななせ）②

第 48 回九州中学校バドミ
ントン競技大会　男子団体

【九州中学校体育連盟】
2019/8/6 ～ 8 優勝

バドミントン
競技

川﨑　功貴
（かわさき　こうき） UNAID 宮崎 BCJr 第 20 回ダイハツ全国小学生 ABC バドミントン大会

C グループ　（小学 2 年生以下の部）　優勝　指導者

自転車競技

大庭　伸也
（おおば　しんや） 県立都城工業高等学校

JOC ジュニアオリンピックカップ 
U17スクラッチ競技　第3位、U17女子500mTT第2位、
U17 女子スプリント優勝、U17 女子ケイリン第 3 位、
U153km 個人パシュート第 2 位、指導者

楠　英樹
（くすのき　ひでき） 九州ユニオン

JOC ジュニアオリンピックカップ 2019 全国ユース
選抜マウンテンバイク　男子ユース　U15　第 3 位、
小学 3 年生男子　第 2 位 指導者

相撲競技 岸本　武
（きしもと　たけし） 延岡相撲道場 第 10 回全日本女子相撲郡上記念大会　 

6 年生の部　50㎏以上 60㎏未満級　優勝　指導者

柔道競技

白阪　憲介
（しらさか　けんすけ）宮崎日本大学高等学校

第 50 回全国中学校柔道大会
女子個人 44㎏級　第 3 位　指導者三澤　寿栄

（みさわ　ひさえ） 宮崎日本大学中学校

鳥居　敏文
（とりい　としふみ） 生目道場 第 16 回全国小学校学年別柔道大会 

5 年生女子 40kg 級の部　準優勝　指導者

サッカー競技

朝倉　一成
（あさくら　いっせい）

宮崎日本大学中学校 第 50 回全国中学校サッカー大会　3 位　指導者
田野　矩大

（たの　のりひろ）

武術太極拳
競技

原田　将司
（はらだ　まさし）

HIMUKA
カンフークラブ

○第 74 回国民体育大会　武術太極拳競技
少年女子初級長拳　優勝　指導者
○第 27 回ジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会
初級長器械　第 3 位、男子 初級短器械　第 2 位、
男子 初級長拳　第 3 位　指導者

ソフトテニス
競技

鮫島　福弘
（さめしま　ふくひろ） スターキッズ

○平成 30 年度全国小学生ソフトテニス大会
男子 4 年生以下　優勝　指導者
○第 36 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会
男子個人戦　第 3 位　指導者

テニス競技

髙妻　正実
（こうづま　まさみ） 日向学院中学高等学校 DUNLOP　SRIXSON 全日本ジュニアテニス選手権

2019　SUPPORTED　by　NISSHINBO
14 歳以下男子ダブルス　第 3 位　指導者小林　真吾

（こばやし　しんご） シーガイア TA

レスリング
競技

長倉　保美
（ながくら　やすみ） 宮崎日本大学高等学校

○平成 31 年度 JOC ジュニアオリンピックカップ
ジュニアクイーンズ・レスリング選手権大会
カデットの部　53㎏級　第 3 位　指導者
○平成 31 年度 JOC ジュニアオリンピックカップ
全日本ジュニアレスリング選手権大会　カデットの部
グレコローマンスタイル 80㎏級　第 3 位　指導者

スポーツ奨励賞（団体）
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宮崎体協 第219号　(令和2年3月)

競技名 氏名 所属 学年 大会名 期日 成績 備考

陸上
競技

日吉　志優汰
（ひよし　しゅうた）

延岡市立
南中学校

１
年

第 41 回　九州中学校陸上競技大会 
男子 1 年 100m

【九州中学校体育連盟・九州陸上競技協会】

2019/
8/7

優
勝

井手　健慎
（いで　けんしん）

宮崎市立
大淀中学校

１
年

第 41 回　九州中学校陸上競技大会 
男子 1 年 1500m

【九州中学校体育連盟・九州陸上競技協会】

2019/
8/8

優
勝

谷口　陽斗
（たにぐち　あきと）

宮崎市立
大淀中学校

３
年

第 41 回　九州中学校陸上競技大会 
共通男子三段跳

【九州中学校体育連盟・九州陸上競技協会】

2019/
8/7

優
勝

相撲
競技

甲斐　陽太 
（かい　ようた）

延岡相撲道場
（延岡市立

北方学園
小学校）

４
年

第 14 回全九州クラブ対抗少年相撲大会 
4 年生の部【九州相撲連盟】

2019/
6/23

優
勝

第 32 回全日本小学生相撲優勝大会
九州ブロック予選会　4 年生以下の部

【日本相撲連盟】

2019/
9/8

優
勝

空手道
競技

岩切　紅
（いわきり　くれない）

南空会
（西都市立
妻南小学校）

４
年

第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 
小学 4 年女子組手の部 

【全日本空手道連盟】

2019/
6/22~23

優
勝

土屋　輝人
（つちや　きらと）

夢道場
（宮崎市立
生目小学校）

１
年

第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 
小学 1 年生　男子組手の部 

【全日本空手道連盟】

2019/
6/22~23

優
勝

黒木　亜衣奈 
（くろき　あいな）

緑勝会
（串間市立
有明小学校）

２
年

第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 
小学 2 年生　女子組手の部 

【全日本空手道連盟】

2019/
6/22~23

優
勝

鈴木　日奈子
（すずき　ひなこ）

夢道場
（宮崎市立
檍北小学校）

３
年

第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 
小学 3 年生　女子組手の部 

【全日本空手道連盟】

2019/
6/22~23

優
勝

スポーツ奨励賞（個人）

ソフト
ボール
競技

＜門川町立門川中学校＞
小林　蒼大（こばやし　そうだい）③
小林　旺雅（こばやし　おうが）③
田端　唯人（たばた　ゆいと）③
金丸　壱成（かねまる　いっせい）③
川内田　雅（かわうちだ　みやび）①
濵田　颯翔（はまだ　とわ）①
黒木　海向（くろぎ　かなた）①
水永　寬大（みずなが　かんた）②
髙浜　大翔（たかはま　ひろと）②
川内田隆祥（かわうちだ　りゅうしょう）①
初田真之介（はった　しんのすけ）①
黒木　慧己（くろき　けいご）①
小川　　仁（おがわ　ひとし）①
古田　歩睦（ふるた　あゆむ）①
井田　琉翔（いだ　りゅうと）①
米良　友希（めら　ともき）①
金内　丈留（かねうち　たける）①
篠原　海月（しのはら　みづき）①

第 31 回男子九州中学校
ソフトボール競技大会 

【九州中学校体育連盟】
2019/8/7 ～ 9 優勝

ウエイト
リフティング

競技

＜県立小林高等学校＞ 
太田　百音（おおた　もね）③ 
宮越　由依（みやごえ　ゆい）③
萱嶋　柚葉（かやしま　ゆずは）①

第 4 回全九州高等学校女子
ウエイトリフティング競技大会
女子団体

【九州ウエイトリフティング
連盟】

2019/6/15 ～ 16 優勝
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宮崎体協第219号　(令和2年3月)

空手道
競技

脇　大翔
（わき　はると）

緑勝会
（志布志市立
志布志小学校）

５
年

第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 
小学 5 年生　男子組手の部 

【全日本空手道連盟】

2019/
6/22~23

優
勝

武術
太極拳
競技

佐佐木　一太
（ささき　いった）

HIMUKA
カンフークラブ
( 高鍋町立

高鍋東中学校 )

１
年

第 11 回九州・沖縄ブロックジュニア
武術太極拳大会　南拳 B　男子 

【九州・沖縄ブロック】

2019/
11/2~3

優
勝

第 11 回九州・沖縄ブロックジュニア
武術太極拳大会　南木昆 B　男子 

【九州・沖縄ブロック】

2019/
11/2~3

優
勝

第 11 回九州・沖縄ブロックジュニア
武術太極拳大会　南刀 B　男子 

【九州・沖縄ブロック】

2019/
11/2~3

優
勝

稗田　歌菜
（ひえだ　かな）

HIMUKA
カンフークラブ
( 高鍋町立

高鍋東小学校 )

５
年

第 11 回九州・沖縄ブロックジュニア
武術太極拳大会　初級長拳　女子 

【九州・沖縄ブロック】

2019/
11/2~3

優
勝

第 11 回九州・沖縄ブロックジュニア
武術太極拳大会　初級短拳　女子 

【九州・沖縄ブロック】

2019/
11/2~3

優
勝

ウエイ
トリフ
ティン
グ競技

太田　百音 
（おおた　もね）

県立小林
高等学校

３
年

第 4 回全九州高等学校女子ウエイト
リフティング競技大会　女子 59㎏級

【九州ウエイトリフティング連盟】

2019/
6/16

優
勝

ゴルフ
競技

長﨑　煌心
（ながさき　こうしん）

宮崎市立
住吉南小学校

６
年

九州小学生ゴルフ大会
【九州ゴルフ連盟】

2019/
7/23

優
勝

山口　泰知
（やまぐち　たいち）

日章学園
高等学校

３
年

2019 年　九州ジュニアゴルフ選手権競技
男子 15 歳～ 17 歳の部

【九州ゴルフ連盟】

2019/
7/25~28

優
勝

水泳
競技

松井　理宇
（まつい　りう）

西日本
スイミング
クラブ祇園
（宮崎大学

教育学部
附属中学校）

２
年

第 47 回九州中学校水泳競技大会
男子 50m 自由形

【九州中学校体育連盟】

2019/
8/3~5

優
勝

第 47 回九州中学校水泳競技大会
男子 100m 自由形

【九州中学校体育連盟】

2019/
8/3~5

優
勝

テニス
競技

髙妻　蘭丸
（こうづま　らんまる）

日向学院
中学校

３
年

第 9 回九州中学校テニス競技大会
男子シングルス

【九州中学校体育連盟・九州テニス協会】

2019/
8/5

優
勝

優
秀
賞
と
併
せ
て
表
彰

2019 九州選抜ジュニアダブルステニス
選手権大会　14 歳以下男子ダブルス

【九州テニス協会】　

2019/
2/11

優
勝

大岐　優斗
（おおき　ゆうと）

シーガイア
TA

（宮崎市立
加納中学校）

２
年

2019 九州選抜ジュニアダブルステニス
選手権大会　14 歳以下男子ダブルス

【九州テニス協会】　

2019/
2/11

優
勝

ボウリ
ング
競技

愛甲　雅治
（あいこう　まさはる）

宮崎エース
レーンジュ
ニアクラブ
（宮崎大学

教育学部
附属中学校）

２
年

第 55 回全九州ボウリング選手権大会
個人戦

【九州ボウリング連合会】

2019/
5/11~12

優
勝
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宮崎体協 第219号　(令和2年3月)

スポーツ奨励賞（指導者）
競技名 氏名 所属 大会名及び指導者 備考

陸上競技

宮越　彩乃
（みやごえ　あやの） 延岡市立南中学校 第 41 回　九州中学校陸上競技大会 

男子 1 年 100m　優勝　指導者

田原　義雄
（たわら　よしお） 宮崎市立大淀中学校

第 41 回　九州中学校陸上競技大会 
男子 1 年 1500m　優勝、
共通男子三段跳　優勝　指導者

ゴルフ
競技

菊池　美幸
（きくち　みゆき） 日章学園高等学校 2019 年　九州ジュニアゴルフ選手権競技

男子 15 歳～ 17 歳の部　優勝　指導者
長﨑  慎太郎

（ながさき　しんたろう） 九州小学生ゴルフ大会　優勝　指導者

ソフト
ボール
競技

芳野　弘樹
（よしの　ひろき）

門川町立門川中学校 第 31 回男子九州中学校ソフトボール競技大会
優勝　指導者増田　敬介

（ますだ　けいすけ）

空手道
競技

平田　真也
（ひらたしんや） 緑勝会 第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 

小学 2 年生女子組手の部　優勝　指導者
橋口  登志郎

（はしぐち　としろう） 南空会 第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 
小学 4 年生女子組手の部　優勝　指導者

バドミントン
競技

山本　義隆
（やまもと　よしたか）

三股町立三股中学校 第 48 回九州中学校バドミントン競技大会
男子団体優勝　指導者齊藤　規子

（さいとう　のりこ）
ウエイト
リフティング

競技

内之倉　和彦
（うちのくら　かずひこ） 県立小林高等学校

第 4 回全九州高等学校女子
ウエイトリフティング競技大会
女子団体　優勝、女子 59㎏級優勝　指導者

水泳競技

中本　慎一
（なかもと　しんいち） 西日本スイミング

クラブ祇園

第 47 回九州中学校水泳競技大会
男子　50m 自由形、男子 100m 自由形
優勝指導者松本　晃

（まつもと　あきら）

武術
太極拳
競技

原田　将司
（はらだ　まさし）

　HIMUKA
カンフークラブ

第 11 回九州・沖縄ブロックジュニア武術太極拳大会
長拳 B 短器械　男子　優勝、
長拳 B 長器械　男子　優勝、南拳 B　男子優勝、
南木昆 B　男子優勝、南刀 B　男子優勝、
第 3 套路長拳　女子優勝、初級長拳　女子優勝、
初級短拳　女子優勝　指導者

優
秀
賞
と
し
て
併
せ
て
表
彰

テニス
競技

髙妻　正実
（こうづま　まさみ） 日向学院中学高等学校

○第 9 回九州中学校テニス競技大会
男子シングルス　優勝指導者
○ 2019 九州選抜ジュニアダブルステニス選手権
大会　14 歳以下男子ダブルス　優勝　指導者

小林　真吾
（こばやし　しんご） シーガイア TA 2019 九州選抜ジュニアダブルステニス選手権大

会　14 歳以下男子ダブルス　優勝　指導者
ボウリング

競技
山本　由美子

（やまもとゆみこ） 宮崎エースレーン 第 55 回全九州ボウリング選手権大会個人戦
優勝　指導者

相撲競技 岸本　武
（きしもと　たけし） 延岡相撲道場

○第 14 回全九州クラブ対抗少年相撲大会 
4 年生の部　優勝　指導者
○第 32 回全日本小学生相撲優勝大会九州ブロック
予選会　4 年生以下の部　優勝　指導者

空手道
競技

渡邊　誠一
（わたなべ　せいいち） 夢道場

○第 6 回全九州少年少女空手道選手権大会 
小学 1 年生　男子組手の部　優勝、 
小学 3 年生　女子組手の部　優勝　指導者
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宮崎体協第219号　(令和2年3月)

　宮崎県選手団とその関係者が集い、「いきいき茨城ゆめ国体」の入賞者表彰式が行われました。    
また、表彰式に合わせて、解団式も行われました。

　令和元年11月18日、KIRISHIMAツワブキ武道館に
おいて、第 3 回選手強化対策会議が開催されました。
　会議では、中馬光久競技力向上対策委員長、萩
尾英司スポーツ振興課課長のあいさつの後、佐多裕
之総監督（県体育協会専務理事）の大会総括や担当
者による大会の成果や課題について説明が行われま
した。
　また、報告では、チームみやざき強化アドバイザー
招へい事業の成果や課題、今後の計画についてバ
ドミントン、フェンシングの担当者から、報告があ
りました。後半のグループ協議では、競技力向上対
策について、競技団体の現状や課題、成果を上げ
ている競技団体の具体的な取組等の情報共有を行
いました。 事業報告（上：本假屋さん　下：井手さん）

表彰式及び解団式に
出席した選手団

（上：団体競技、
 下：個人競技）

グループ協議の様子① グループ協議の様子②

第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」入賞者表彰式

第3回選手強化対策会議
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宮崎体協 第219号　(令和2年3月)

区　分 氏　名 所　属 タイム 順　位 備　考

成年男子 A 坂井　優光 宮崎大学 1 分 11 秒 20 64 位

成年男子 A 杉田　遼河 熊本大学 1 分 22 秒 23 78 位

成年男子 C 井上　　功 オートバックス小林店 1 分 24 秒 09 92 位

成年男子 C 増田　久人 宮崎県スキー連盟 1 分 35 秒 32 110 位

成年男子 C 内倉　浩二 宮崎県スキー連盟 DNF

少年男子 内倉　大輔 県立高千穂高等学校 1 分 14 秒 94 154 位

少年男子 杉田　渓翔 県立高千穂高等学校 1 分 15 秒 91 157 位

少年男子 田浦　　裕 県立五ヶ瀬中等教育学校 1 分 16 秒 52 159 位

少年男子 山崎　　響 延岡学園尚学館高等部 1 分 33 秒 06 170 位

少年男子 秋月清士郞 県立五ヶ瀬中等教育学校 1 分 33 秒 37 171 位

DNF…途中棄権　DSQ…失格

国民体育大会第39回九州ブロック大会
アイスホッケー競技会
● 期日/令和元年12月7日（土）〜12月8日(日)
● 会場/福岡県　福岡県立総合プールスケートリンク  

　　　　　 　
宮崎県 0　　　　 11 沖縄県
　　　　　 　　（   ）０–３

０–５
０–３

国民体育大会冬季大会報告

第75回国民体育大会冬季大会
スキー競技会

■ジャイアントスラローム

● 期日/令和2年2月16日（日）〜2月19日(水)
● 会場/富山県　南砺市　たいらスキー場

冬季大会男女総合成績（天皇杯得点）

■ 成年男子　1回戦

※宮崎県は代表権獲得ならず

参 加 点 競 技 得 点 合 計 点

アイスホッケー 10 0 10

ス キ ー 10 0 10

総 合 20 0 20
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宮崎体協第219号　(令和2年3月)

世界へはばたけ！
ワールドアスリート

発掘・育成プロジェクト発掘・育成プロジェクト

　平成31年3月17日（日）、新富町文化会館において宮崎ワールドアスリート 4期生の認定式が行われました。4期
生として県内の小学 4年生 20名、小学 5年生 4名、計 24名に認定証が授与されました。式では園田将大さんが
4期生を代表して、世界にはばたくトップアスリートをめざして、力強く誓いの言葉を述べました。
　認定式の後には、さっそく他のアスリート生とともに今年度の育成プログラムがスタートし、ロンドンオリンピック
レスリング男子グレコローマン60㎏級の銅メダリストである松本隆太郎氏によるオリンピアン講話を受講しました。

　令和元年10月12日（土）・13日（日）、新富町体育館において、5期生の 2次オーディションを実施しました。申込
者数 244名のうち、1次オーディションの書類審査を通過した 149名がセンシング、スラローム走、椅子番号走な
ど 9種目の測定種目と作文に挑戦しました。

●５期生オーディション

● 4 期生 24 名が始動 !

今年度で4年目終了! 2026年宮崎国スポで
躍動するアスリートが着実に育っています!

認定式

2 次オーディション

オリンピアン講話
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宮崎体協 第219号　(令和2年3月)

　身体的能力開発プログラムは、コオーディネーショントレーニング・SAQトレーニング・コンディショニング・
セルフケアを実施しました。国内トップコーチの指導の下、身体と頭脳を駆使したトレーニングを通してコオーディ
ネーション能力向上を目指しました。
　知的能力開発プログラムはアスリート食・コミュニケーション・メンタルトレーニング・目標設定・ロジカルシン
キング・アスリートライフスタイル・女性アスリート・オープンマインドを実施しました。プログラムを通してトッ
プアスリートとして必要な資質や能力を習得することができました。

●能力開発プログラム

コオーディネーショントレーニング

コンディショニング・セルフケア SAQ トレーニング

アスリートライフスタイルコミュニケーションアスリート食

オープンマインド目標設定メンタルトレーニング

女性アスリートロジカルシンキング
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宮崎体協第219号　(令和2年3月)

　県内の競技団体等と連携を図りながら、WAPキッズ（小学 5・6年）は 13競技（陸上競技、水球、バレーボール、
体操、自転車、レスリング、ホッケー、なぎなた、ボウリング、スポーツクライミング、セーリング、フェンシング、
タグラグビー）を実施し、WAPジュニア（中学 1・2年）は 8競技（ライフル射撃、ウエイトリフティング、ボク
シング、ボート、カヌー、ハンドボール、ラグビーフットボール、ソフトボール）を実施しました。日頃のスポーツ
活動では体験できない様々な競技を体験することができ、自分の可能性を拡げることができました。

●競技種目体験プログラム

なぎなた 水球 ボート

バレーボール陸上競技 自転車

レスリング トランポリン スポーツクライミング

セーリング カヌー ハンドボール

ソフトボール ラグビーフットボール フェンシング

ボクシング ウエイトリフティング

ライフル射撃 ボウリング ホッケー
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宮崎体協 第219号　(令和2年3月)

　AT協会の方々の協力を得て、発達段階に応じたトレーニングの提供をしていただき、日常の体づくりに活用する
ことができました。また、メディカルチェックでは、けが等の早期発見ができ、早期治療につなげることができました。

●自宅課題カリキュラム

　WAPシニア（中学 3年）を中心に高い専門性を有する各競技団体指導者による適性評価（トライアウト）を実施
し、高校期に向けての競技選択に関する情報収集を行いました。競技決定後は、最終目標を展望した今後の活動計画
について発表を行いました。また、今年度新たに本プロジェクトの修了生による「修了生講話」も実施されました。

●パスウェイプログラム

　子どもたちの能力を効果的に高めるためには、日常的な指導の充実が重要であることから、子どもたちをサポート
する保護者に対して、今年度はアスリート食をテーマにした調理実習、パスウェイプログラムに向けての講話などを
実施することができました。

●ファミリープログラム

　WAPキッズは、8月3日~4日の1泊2日にかけてサマーキャンプを実施し、学年の枠を超えた集団生活を通じて
アスリートとしての必要な資質を身に付けることができました。

●サマーキャンプ

　☆2019年 JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会
　　U17女子スプリント優勝・U17女子ケイリン第 3位入賞
　☆第 11回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会高校女子 49kg 級第 7位入賞
　☆JOCジュニアオリンピックカップウエイトリフティング選手権大会女子 49kg 級第 8位入賞
　☆全国高等学校総合体育大会出場 (ホッケー競技・フェンシング競技・ハンドボール競技・陸上競技 )
　☆第 31回全国高校女子駅伝競走大会出場
　☆JOCジュニアオリンピックカップフェンシング大会カデ男子サーブル出場・カデ女子フルーレ出場
　☆2020日本室内陸上競技大阪大会出場男子U18ジュニア 60m障害出場

●【令和元年度】修了生（高校１年生）の主な活躍

料理実習 ファミリー講話

トライアウト 活動計画の発表 修了生講話
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スポーツ少年団便り

第46回日独スポーツ少年団
同時交流事業について

　本交流は、日独両国のスポーツ少年団の優れた青少年および指導者の相互交流により友好と親善を深め、
国際的能力を高めると共に、両国の青少年スポーツの発展に寄与することを目的としています。

1. 目 的

　門川町スポーツ少年団をはじめ、町体育協会、町教育委員会社
会教育課の多大な協力を得て日本・宮崎・門川町を十分に堪能で
きるプログラムが構成され、実施された。来日したドイツ団もホ
ストファミリーからも大変素晴らしい経験ができたとの充実した
感想を聞くことができた。

3. 所 感

2. 本県の取組

　（1）派 遣　　派遣希望者　団員、指導者ともなし

　（2）受 入（宮崎県分）
　　　　　　　受入市町村：門川町
　　　　　　　期　　　間：令和元年７月29日(月)～8月2日(金)4泊5日
　　　　　　　ド イ ツ 団：指導者 1 名　団員 8 名　計 9 名

　　　　　　   〔門川町プログラム〕
　　　　　　　○歓迎レセプション　○ホストファミリープログラム　○書道・空手体験　 ○わら草履作成
　　　　　　　○サーフィン体験　　○コンビニでのお買い物体験　　○美々津の町散策  ○お別れ式  等
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　令和 2 年 2 月 8 日（土）に宮崎県武道館大会議室で宮崎県スポーツ指導者研修会が開催されました。この研修会は、
日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格更新義務研修にも位置づけられており、当日は一般の参加の指導者を含
め約 250 名の参加がありました。

＜特別講演：三輪正和氏への感想＞
○　先生の指導方法は誠に素晴らしい指導だと思いました。果たして私自身、子どもたちの将来を見据えた
　指導が出来ているか疑問が残りますが、可能な限り近づく様努力していきたいと思います。
○　素晴らしい内容でした。県内で御活躍なさっていらっしゃる指導者のお話は身近なこととして興味深く
　聞き入りました。
○　スポーツ特待生のない状態で全国大会に出場できるのは本当に素晴らしい成績だと思いました。長年、
　同じ精神のもと、続けられていることにも感服しましたし、何より選手たちが自分から行動を起こせる環
　境が自然に生まれることに素晴らしさを感じました。
○　大変勉強になりました。選手への対応、教育の仕方、チームの作り方、ルール作りは今後のチーム作り
　の参考になりました。
○　実体験及び経験談をお聞きしてやはり、プレイヤーズファーストで指導されていることに敬意を表した
　いです。ありがとうございました。
○　「愉しめる」よう全体のモチベーションの維持、新しいことに挑戦。「サポーターイマージュリー」を意
　識させながら取り組んでいきたいと思います。
○　宮崎で、宮崎の子どもたちと、宮崎の指導者の体験談が聞くことができ、大変よかった。

＜講義：菅原康史氏への感想＞
○　頭（脳）の重要性がわかりました。感覚の大事さもわかりました。バランスが大切という点も分かりました。
○　今まで運動能力向上というと体力（肉体）を重視してきたがこれからは脳の能力向上にも力を入れてい
　きたい。私たちは時代に合わせて変化し続けなければならない、非常に感銘を受けました。私も変化し続
　けていけるように学び続けていきたいです。
○　菅原先生の感覚の話は現在指導しているチームでも取り入れているところです。時代に合った、時代に
　合わせた指導の手助けになるような今回の講義みたいな素晴らしい講義があると嬉しいです。
○　感覚統合という面でとても良かった。小学校教員としても子どもたちに感じている部分でもあるので生
　かしたい。

　特別講演では、三輪正和氏の宮崎県初日本大学野球選手権大会ベスト８の経験から、特待生制度を用いず、宮崎の
子どもたちと宮崎の環境で、競技力だけではなく、将来、社会で主体的に活躍できる人材を育成するための具体的な
事例をもとに話をしていただきました。
　講義では、菅原康史氏から、脳から始めるコーディネーションについて講義していただき、幼少期からのトレーニ
ング方法等について理解を深めることができました。

特別講演　演　題「宮崎から全国の舞台へ」　　　副　題～雑草集団を変えたもの～
　　　　　講　師　三　輪　正　和　氏　　宮崎産業経営大学硬式野球部監督
講　　義　演　題 ｢運動能力向上に必要な機能｣　副　題～運動と感覚の統合を～
　　　　　講　師　菅　原　康　史　氏　一般財団法人弘潤会　野崎東病院
情報提供　演　題「体調管理について」
　　　　　講　師　岡　　　功　司　氏　　大塚製薬株式会社熊本支店　宮崎支所

令和元年度宮崎県スポーツ指導者研修会

参加者の皆様は講師の方々の話に熱心に耳を傾けていました。以下は参加者の感想の一部です。

指導者協議会便り
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総合型地域スポーツクラブ関係

日　時 ： 令和2年2月9日（日）　14時から16時　　会　場 ： JA アズムホール
内　容 ： 講演会　テーマ ： 「逆転のメソッド～教師として親としてできること～」
　　　　　　　    講　師 ： 青山学院大学陸上競技部　長距離ブロック監督　原　晋　氏

　本事業は教職員互助会・宮崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会・宮崎県スポーツ施設協会・宮崎
県体育協会の主催事業であり、今回で 9 回目の開催である。
　第 6 回（H28）までは県内各ブロックでの分散開催であったが、第 7 回（29 年度）より高城運動公園
を会場とし、周辺施設を活用しての開催としている。各イベントへの参加者が一堂に会して総合開会式及
び閉会式ができることで、フェスティバルとして実施してきた。
　今年度は、11 月に総合型クラブの九州ブロックネットワークアクションが本県開催ということもあり、
時期と形態を変え、スポーツ関係の講演という形を取ることになった。講演者は、青山学院大学陸上競技
部長距離ブロック　原　晋　監督で、半年前に募集をかけたところ、定員を上回る希望があり募集締め切
り日を待たずして受付を締め切った。
　当日は、452 名の参加があり会場が定員一杯で埋め尽くされた。段階を経たチーム作り（育て方）、そ
の過程における声のかけ方などの具体的な話が聞けた。
　なお、区切りとなる来年度 10 回大会は、本県で開催される国民文化祭との共同開催という形で行われ
る予定である。食文化のシンポジウムの一環の中で、「スポーツアスリートに宮崎の食文化を !」といった
内容でスポーツ講演を行う予定である。

第9回宮崎県エンジョイ
スポーツフェスティバル

−19−

第219号　(令和2年3月) 宮崎体協



事務局　三股中学校でも 2017 年の九州大会制覇など
素晴らしい成果をのこされていますが、昨年
侍 JAPAN U-15を指導されて、選手のモチべー
ションを高めるのに苦労されたところをお聞か
せください。

松下氏　監督として取り組んだことは、侍 JAPAN U
―15 の選手選考は、事務局が行いますので、
私自身、監督としてどのような中学生を指導す
るのか選手が招集される一次合宿までわかり
ません。そこで第一次合宿では、中学生であ
るということを大切にして、人間力がなければ
競技力の向上はないという理念のもと、特に規
律について、徹底して指導しました。時間厳守、
あいさつ、返事、道具を大切にすること等、そ
のような指導が浸透してきたことで、チームは、
どこの合宿に行っても可愛がってもらえるよう
になりました。代表 18 名は、地域を代表する
トッププレイヤーの集まりです。そんなトップ
のメンバーでも控えにまわることもあります。
代表に入ったことで「成功」を収め、控えに回っ
た瞬間に「絶望」を感じ、初めての挫折を感
じることもあり得るのです。そのような場面で
の選手とのコミュニケーションを大事にしまし
た。お互いをリスペクトできるようなチームづ
くりを目指していく中で、代表選手達は、自分
の立ち位置がわかってくるのです。そこから、

選手達は、「自分のために…」から「みんなの
ために…」へ意識の変化が芽生えてきました。

事務局　アジア大会で優勝へ導くために監督として苦
労されたことや喜びなどをお聞かせください。

松下氏　中国に渡って、大会に入ってからは、野球の
ことだけを考えられるようなサポートにスタッ
フ一同で取り組みました。言葉、食事、通信
手段のストレスを選手はかなり抱えていまし
た。トレーナーやメンタル面のドクターたちの
サポートをあたたかく感じるときが多くなりま
した。中国に入って、韓国や台湾のチームが
力のあるチームでしたので、どうしたらこの二
強に勝つことができるかということをスタッフ
はもちろんチーム全員で話し合い確認しまし
た。そして、これまでやってきた泥臭さを大切
にしていくことを皆で確認しました。つまり、

「逆らわずして勝つ !」ということです。その
ミーティング後、選手の行動や食事の際の座
席、移動の際の座席などを見た時にチームが
ひとつになれたことを確信でき、勝ちたいとい
う気持ちから勝てるはずだという意識に変化し
てきました。そのことが、一番の勝因だったよ
うに思います。大会が終わった際のあいさつや、
ベンチを掃除する姿を見てスタッフの気持ち
が選手に伝わっていたことが嬉しかったです。
ゲームの展開としても、流れがいい時ばかりで

「愛されるトップアスリートをめざして」

指
導
の

現
場
か
ら

三股町立三股中学校 
軟式野球部 顧問

松
ま つ

下
し た

 幸
ゆ き

政
ま さ

 氏

競技種目 / 軟式野球
所　　属 / 三股町立三股中学校 　
出　　身 / 宮崎県　延岡市 
出 身 校 / 延岡市立一ケ岡小学校　
　　　　　⇒土々呂中学校⇒県立延岡高等学校
　　　　　⇒高知大学教育学部保健体育教育コース
配 属 先 / ⇒都城養護学校（現：都城きりしま支援学校）
　　　　　⇒都城市立姫城中学校⇒都城市立沖水中学校
　　　　　⇒諸塚村立諸塚中学校⇒三股町立三股中学校
競技実績 /2017 九州中学校体育大会軟式野球競技優勝
　　　　  2018 全国都道府県対抗中学生野球大会宮崎県選抜優勝
　　　　  2019　侍 JAPAN U-15 アジア選手権優勝

松
ま つ

下
し た

 幸
ゆ き

政
ま さ

 氏
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はありません、その流れをも、味方につけて、
逆らわずして勝つという理念が実を結んだこ
とも嬉しかったです。

事務局　現在の三股中学校では生徒指導主事として
生徒の指導にあたられていると思いますが、
生徒指導主事として野球部の指導に生かされ
ていることをお聞かせください。

松下氏　生徒指導も野球の指導も、すべて、人づくり
が基盤にあると考えています。ブレてはならな
いのは、中学生らしさという基本的な概念だと
考えます。三股中の生徒も JAPAN U―15 の
選手も同じです。今、何をしなければならない
かというところの指導徹底が難しくもあり、重
要な指導場面であると考えます。学校のため
に何ができるかチームのために何ができるか
ということを、三股中の生徒には常々言って聞
かせているところです。三股中学校の他の部
活動についても、部活動が全てではないので、
何もかも部活動のせいにしてはならないという
ところを、先生方にも生徒にも徹底して伝えて
います。そこが、三股中の強みであると感じて
います。あいさつ等を通した規律面を学校全
体で取り組むことが重要であると捉えていると
ころです。

事務局　昨今子どもたちの運動の二極化はもとより野
球の競技人口の減少が大きな問題となってい
ますが、これから子どもたちに野球の魅力を
伝え、これまで以上に野球人口を増やすには
どうしたらよいとお考えですか。

松下氏　この問題はすごく難しい問題です。保護者と
の連携、地域との連携は当然ですが、野球の
スポーツ少年団やクラブに入団させる時点で
保護者が二の足を踏む家庭環境、地域環境、
教育環境がだんだん顕著に現れてきたように
思います。そこで、少年野球、高校野球でも、
野球としての本質が薄れていっているような気
がしてなりません。そこは私ども野球人として
寂しいところでもあります。野球を通して、厳
しさとか楽しさを味わせることが私ども、野
球、スポーツに関わる指導者としての使命の
ように感じます。そのような点を組織的に見直
そうということで、昨年 4 月 1 日に、宮崎県野
球協議会を設立しました。高野連はもとより、
JABA 宮崎県野球連盟等、野球関係 10 の団体
が県民に、野球が好きになってもらいたいとい
う願いのもとに活動しています。企業チームや
高校野球のチームが幼稚園、保育園などに行っ
て、野球の素晴らしさを指導したり、組織間の

連携のための協議会も開催したりしているとこ
ろです。

事務局　最後に、宮崎のジュニアを含めたアスリート
にメッセージなどいただければありがたいです

松下氏　スポーツには必ずルールが存在しますので、
そのルールを守るという意識を幼少期から培っ
てもらいたいと願っています。ルールを守るこ
とで周りの人たちが助けられていますし、自分
自身も助けられているところに気付いてもらい
たいと思っています。ルールを守るということ
は、すごくストレスにも感じるものですが、ルー
ルを守るということが、生き方の根底に流れて
いることを確信しています。宮崎のジュニアア
スリートのみなさんも、多くの人との出会いを
大切に、社会やスポーツのルールを守り、多く
のことを学び続けてください。そして、スポー
ツを好きになってください。指導者の方々には
僭越ですが、宮崎県の宝であるジュニアの皆
さんへのメッセージとします。

事務局　これからのますますのご活躍をお祈りいたし
ております。

　　　　ご協力ありがとうございました。

取材を終えて　取材日が新型コロナウイルス感染拡大防止による休校日だったのですが、快く取材を受け入れてい
ただきました。松下先生の子どもを想う熱い気持ち、野球を愛する情熱を感じさせていただきました。笑顔の素敵な先生
はさぞ生徒の皆さんに愛されている先生であろうと感じた取材でした。
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会場の様子

　1　日　時　令和 2 年１月 16 日（木）18:00 ～
　2　会　場　MRTmicc　ダイヤモンドホール
　3　参加者　190 名
　　　　　　  賛助会員を中心に本県選出国会議員関係者、県、県議会、県教育委員会、市町村関係、報道関係 等

令和２年公益財団法人宮崎県体育協会新春関係者の集い

春山豪志会長ほか挨拶 河野俊嗣 宮崎県知事祝辞

山下博三 宮崎県議会副議長祝辞 押川修一郎 西都市長乾杯 日隈俊郎 宮崎県教育長挨拶
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令和元年度みやざき県民総合スポーツ祭

第10回宮崎チャレンジマッチ「バドミントン競技」

第55回宮崎県スポーツ少年団中央大会

国体結団壮行式

県体協この１年活動フ ト!!ォ
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九州ブロック大会

いきいき茨城ゆめ国体
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国体冬季大会

スポーツ指導者研修会

県体育協会表彰
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「私たちは宮崎のスポーツを応援します」
≪御協力ありがとうございます≫

本会の賛助会員として御入会を賜り、事業推進に御協力いただいております個人・団体・企業の皆様方
の御芳名を掲載し、謹んで謝意を表しますとともに、２０２６年に開催予定の第８１回国民スポーツ大会
並びに第２６回全国障害者スポーツ大会成功のため、引き続き御支援を賜りますようお願い申し上げます。
※なお、本会は、税制上の「特定公益増進法人」に該当しますので、本会賛助会へ加入いただいた場合、寄付金控

除の優遇措置を受けることができます。

（平成３１年４月１日から令和２年２月２９日現在 敬称略）

Ⅰ 法人・企業・団体会員（１６１件 ３４３口）
ＪＴＢ協定タクシー連盟宮崎会 ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟宮崎支部
Ｍスポーツ整形外科クリニック アイワ工業株式会社
青木画材店 旭化成株式会社延岡支社
旭建設株式会社 アリストンホテル宮崎
一般財団法人みやぎん経済研究所 井上酒造株式会社
医療法人慶明会おび中央病院 医療法人建悠会吉田病院
内田整骨院 雲海酒造株式会社
エースランド株式会社 江坂設備工業株式会社
大塚製薬株式会社宮崎出張所 大淀開発株式会社
学校法人旭進学園宮崎第一中学高等学校 学校法人順正学園九州保健福祉大学
学校法人豊栄学園都城東高等学校 学校法人宮崎総合学院
株式会社ＡＡＯ 株式会社ＡＶＣ放送開発
株式会社ＪＴＢ宮崎支店 株式会社青島グランドホテル
株式会社エアラインホテル 株式会社エムアールティ・ミック
株式会社オー・エム・シー 株式会社岡﨑組
株式会社九州コミュニティーカレッジ 株式会社共立電機製作所
株式会社近畿日本ツーリスト九州宮崎支店 株式会社黒木本店
株式会社ケイメイ宮崎グリーンホテル 株式会社興電舎
株式会社幸和 株式会社コム光成
株式会社児湯食鳥 株式会社坂下組
株式会社志多組 株式会社タカヒラ
株式会社テクノミックス 株式会社テレビ宮崎
株式会社デンサン 株式会社永野（ナガノヤ・ウメコウジ）
株式会社中山荘 株式会社ニチワ
株式会社ニッショー 株式会社ニューウェルシティ宮崎
株式会社ほっかほっか亭宮崎地区本部 株式会社ホテルマリックス
株式会社宮交シティ 株式会社宮崎観光ホテル
株式会社宮崎銀行 株式会社宮崎新生社印刷
株式会社宮崎太陽銀行 株式会社宮崎ツアーサービス
株式会社宮崎日日新聞社 株式会社宮崎放送
株式会社宮崎山形屋 株式会社明光社
株式会社メイトーテック 株式会社夕刊デイリー新聞社
株式会社ヨシダや 神崎建設工業株式会社
北一株式会社 キューキ工業株式会社
協同紙工株式会社 京屋酒造有限会社
清本鐵工株式会社 霧島酒造株式会社
黒木歯科医院 公益財団法人宮崎県観光協会
公益財団法人宮崎県スポーツ施設協会 公益社団法人宮崎県柔道整復師会
合資会社小川屋 合資会社シビルプランニング
合資会社ルミエール日向 興和商事株式会社
大星電機株式会社 高鍋信用金庫
ちさか小児科 東武トップツアーズ株式会社宮崎支店
野崎漬物株式会社 延岡信用金庫
フェニックスリゾート株式会社 弁護士法人衞藤法律特許事務所
松田商事株式会社 丸山物産株式会社ホテルクレイン橘
丸山物産株式会社ホテルスカイタワー 南日本酪農協同株式会社
宮銀カード株式会社 宮銀コンピューターサービス株式会社
宮銀ビジネスサービス株式会社 宮銀ベンチャーキャピタル株式会社
宮銀保証株式会社 宮銀リース株式会社

都城市郡ホテル旅館組合 宮崎液化ガス株式会社
宮崎カーフェリー株式会社 宮崎ガス株式会社
みやざき魚菜志ほ 宮崎空港ビル株式会社
宮崎ケーブルテレビ株式会社 宮崎県運動具商協同組合
宮崎県スイミング協会 宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合
宮崎県遊技業協同組合 宮崎交通株式会社
宮崎酸素株式会社 宮﨑紙工印刷株式会社
宮崎綜合警備株式会社 宮崎第一信用金庫
宮崎日産自動車株式会社 宮崎ひむかライオンズクラブ
宮崎ヤクルト販売株式会社 民宿美波
名鉄観光サービス株式会社宮崎支店 米良電機産業株式会社
有限会社いろは企画 有限会社かわにしスポーツ
有限会社郡山板金工業所 有限会社創和
有限会社ソニア 有限会社橋本商会
有限会社ホテル金住 有限会社堀之内スポーツ店

一般財団法人宮崎県水泳連盟 一般財団法人宮崎陸上競技協会
一般社団法人宮崎県サッカー協会 一般社団法人宮崎県バスケットボール協会
ＮＰＯ法人宮崎県サーフィン連盟 宮崎県アイスホッケー連盟
宮崎県弓道連盟 宮崎県グラウンド・ゴルフ協会
宮崎県ゲートボール協会 宮崎県高等学校体育連盟
宮崎県高等学校野球連盟 宮崎県四半的弓道連盟
宮崎県銃剣道連盟 宮崎県柔道連盟
宮崎県スケート連盟 宮崎県ソフトボール協会
宮崎県体操協会 宮崎県卓球協会
宮崎県中学校体育連盟 宮崎県テニス協会
宮崎県なぎなた連盟 宮崎県軟式野球連盟
宮崎県馬術連盟 宮崎県バドミントン協会
宮崎県ハンドボール協会 宮崎県武術太極拳連盟
宮崎県ボウリング連盟 宮崎県ボクシング連盟
宮崎県ライフル射撃協会 宮崎県ラグビーフットボール協会
宮崎県レスリング協会

Ⅱ 個人会員 （７６件 １０９口）
相星 正人 秋田 義久 朝比奈 紀行 新木 るり
飯干 裕二 石原 実 入倉 俊一 岩切 正義
上杉 聡視 植松 義文 大西 敏夫 大山 直生
尾形 洋子 尾﨑 太朗 押川 尚生 甲斐 藤昭
甲斐 守 鹿島 庄一郎 片山 真貴 鎌田 伸次
上江田 安博 川﨑 重雄 川添 健一 河内 徳康

斉藤 重保 坂口 和隆 佐多 裕之 佐藤 勇夫
塩月 光夫 重信 和行 菅 薫 巣立 勝弘
田代 均 田中 裕久 谷口 行孝 田村 司
中馬 光久 中馬 康裕 黒葛原 朱美 寺園 圀順
東長 達也 得能 剛 長友 寧雄 永野 雄造
中村 嫁苗 中村 正親 丹生 進一 萩尾 英司
橋田 和実 原田 種英 東 啓三 日髙 巽
日髙 和典 平本 修 廣田 彰 古木 克浩
福島 慎哉 藤井 奈歩 藤元 良一 古川 康二
松本 守人 水迫 勇 森 隆茂 八木 尚紀
薬師 正義 安影 和寿 横山 博 米丸 麻貴生
和田 保典 渡邊 理 他 匿名希望２名

Ⅲ 香典返し （０件）
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「私たちは宮崎のスポーツを応援します」
≪御協力ありがとうございます≫

本会の賛助会員として御入会を賜り、事業推進に御協力いただいております個人・団体・企業の皆様方
の御芳名を掲載し、謹んで謝意を表しますとともに、２０２６年に開催予定の第８１回国民スポーツ大会
並びに第２６回全国障害者スポーツ大会成功のため、引き続き御支援を賜りますようお願い申し上げます。
※なお、本会は、税制上の「特定公益増進法人」に該当しますので、本会賛助会へ加入いただいた場合、寄付金控

除の優遇措置を受けることができます。

（平成３１年４月１日から令和２年２月２９日現在 敬称略）

Ⅰ 法人・企業・団体会員（１６１件 ３４３口）
ＪＴＢ協定タクシー連盟宮崎会 ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟宮崎支部
Ｍスポーツ整形外科クリニック アイワ工業株式会社
青木画材店 旭化成株式会社延岡支社
旭建設株式会社 アリストンホテル宮崎
一般財団法人みやぎん経済研究所 井上酒造株式会社
医療法人慶明会おび中央病院 医療法人建悠会吉田病院
内田整骨院 雲海酒造株式会社
エースランド株式会社 江坂設備工業株式会社
大塚製薬株式会社宮崎出張所 大淀開発株式会社
学校法人旭進学園宮崎第一中学高等学校 学校法人順正学園九州保健福祉大学
学校法人豊栄学園都城東高等学校 学校法人宮崎総合学院
株式会社ＡＡＯ 株式会社ＡＶＣ放送開発
株式会社ＪＴＢ宮崎支店 株式会社青島グランドホテル
株式会社エアラインホテル 株式会社エムアールティ・ミック
株式会社オー・エム・シー 株式会社岡﨑組
株式会社九州コミュニティーカレッジ 株式会社共立電機製作所
株式会社近畿日本ツーリスト九州宮崎支店 株式会社黒木本店
株式会社ケイメイ宮崎グリーンホテル 株式会社興電舎
株式会社幸和 株式会社コム光成
株式会社児湯食鳥 株式会社坂下組
株式会社志多組 株式会社タカヒラ
株式会社テクノミックス 株式会社テレビ宮崎
株式会社デンサン 株式会社永野（ナガノヤ・ウメコウジ）
株式会社中山荘 株式会社ニチワ
株式会社ニッショー 株式会社ニューウェルシティ宮崎
株式会社ほっかほっか亭宮崎地区本部 株式会社ホテルマリックス
株式会社宮交シティ 株式会社宮崎観光ホテル
株式会社宮崎銀行 株式会社宮崎新生社印刷
株式会社宮崎太陽銀行 株式会社宮崎ツアーサービス
株式会社宮崎日日新聞社 株式会社宮崎放送
株式会社宮崎山形屋 株式会社明光社
株式会社メイトーテック 株式会社夕刊デイリー新聞社
株式会社ヨシダや 神崎建設工業株式会社
北一株式会社 キューキ工業株式会社
協同紙工株式会社 京屋酒造有限会社
清本鐵工株式会社 霧島酒造株式会社
黒木歯科医院 公益財団法人宮崎県観光協会
公益財団法人宮崎県スポーツ施設協会 公益社団法人宮崎県柔道整復師会
合資会社小川屋 合資会社シビルプランニング
合資会社ルミエール日向 興和商事株式会社
大星電機株式会社 高鍋信用金庫
ちさか小児科 東武トップツアーズ株式会社宮崎支店
野崎漬物株式会社 延岡信用金庫
フェニックスリゾート株式会社 弁護士法人衞藤法律特許事務所
松田商事株式会社 丸山物産株式会社ホテルクレイン橘
丸山物産株式会社ホテルスカイタワー 南日本酪農協同株式会社
宮銀カード株式会社 宮銀コンピューターサービス株式会社
宮銀ビジネスサービス株式会社 宮銀ベンチャーキャピタル株式会社
宮銀保証株式会社 宮銀リース株式会社

都城市郡ホテル旅館組合 宮崎液化ガス株式会社
宮崎カーフェリー株式会社 宮崎ガス株式会社
みやざき魚菜志ほ 宮崎空港ビル株式会社
宮崎ケーブルテレビ株式会社 宮崎県運動具商協同組合
宮崎県スイミング協会 宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合
宮崎県遊技業協同組合 宮崎交通株式会社
宮崎酸素株式会社 宮﨑紙工印刷株式会社
宮崎綜合警備株式会社 宮崎第一信用金庫
宮崎日産自動車株式会社 宮崎ひむかライオンズクラブ
宮崎ヤクルト販売株式会社 民宿美波
名鉄観光サービス株式会社宮崎支店 米良電機産業株式会社
有限会社いろは企画 有限会社かわにしスポーツ
有限会社郡山板金工業所 有限会社創和
有限会社ソニア 有限会社橋本商会
有限会社ホテル金住 有限会社堀之内スポーツ店

一般財団法人宮崎県水泳連盟 一般財団法人宮崎陸上競技協会
一般社団法人宮崎県サッカー協会 一般社団法人宮崎県バスケットボール協会
ＮＰＯ法人宮崎県サーフィン連盟 宮崎県アイスホッケー連盟
宮崎県弓道連盟 宮崎県グラウンド・ゴルフ協会
宮崎県ゲートボール協会 宮崎県高等学校体育連盟
宮崎県高等学校野球連盟 宮崎県四半的弓道連盟
宮崎県銃剣道連盟 宮崎県柔道連盟
宮崎県スケート連盟 宮崎県ソフトボール協会
宮崎県体操協会 宮崎県卓球協会
宮崎県中学校体育連盟 宮崎県テニス協会
宮崎県なぎなた連盟 宮崎県軟式野球連盟
宮崎県馬術連盟 宮崎県バドミントン協会
宮崎県ハンドボール協会 宮崎県武術太極拳連盟
宮崎県ボウリング連盟 宮崎県ボクシング連盟
宮崎県ライフル射撃協会 宮崎県ラグビーフットボール協会
宮崎県レスリング協会

Ⅱ 個人会員 （７６件 １０９口）
相星 正人 秋田 義久 朝比奈 紀行 新木 るり
飯干 裕二 石原 実 入倉 俊一 岩切 正義
上杉 聡視 植松 義文 大西 敏夫 大山 直生
尾形 洋子 尾﨑 太朗 押川 尚生 甲斐 藤昭
甲斐 守 鹿島 庄一郎 片山 真貴 鎌田 伸次
上江田 安博 川﨑 重雄 川添 健一 河内 徳康

斉藤 重保 坂口 和隆 佐多 裕之 佐藤 勇夫
塩月 光夫 重信 和行 菅 薫 巣立 勝弘
田代 均 田中 裕久 谷口 行孝 田村 司
中馬 光久 中馬 康裕 黒葛原 朱美 寺園 圀順
東長 達也 得能 剛 長友 寧雄 永野 雄造
中村 嫁苗 中村 正親 丹生 進一 萩尾 英司
橋田 和実 原田 種英 東 啓三 日髙 巽
日髙 和典 平本 修 廣田 彰 古木 克浩
福島 慎哉 藤井 奈歩 藤元 良一 古川 康二
松本 守人 水迫 勇 森 隆茂 八木 尚紀
薬師 正義 安影 和寿 横山 博 米丸 麻貴生
和田 保典 渡邊 理 他 匿名希望２名

Ⅲ 香典返し （０件）
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編 集 後 記

　まずは、本年度の公益財団法人宮崎県体育協会における、全ての事業が終了いたしま
したことを御報告申し上げますとともに、本協会の各種事業等の推進に対しまして、関係
各位の方々からの御支援、御協力をいただきましたことに衷心より感謝申し上げます。
　また、年度終わりには新型コロナウイルスの感染を防止するという観点から、本協会が
計画しておりました様々なスポーツイベントや会議等が中止となりましたことにつきま
して大変心苦しく感じているところです。
　さて、新しい年が明け、2 月16 日からは第75 回 国民体育大会冬季大会が開催され、
本部役員・監督・コーチ・選手団が派遣されました。スキー競技の開催地となった富山県
南砺市では厳寒の中、宮崎県の熱い思いと結束力を確かめられた大会であり、不断の努
力の結晶が光る瞬間を目にしました。選手団をはじめ関係各位の皆様の御尽力に心より
感謝申し上げます。
　また、「宮崎ワールドアスリート発掘・育成プロジェクト」も4 年目が終わろうとしてい
ます。第1 期生となる修了生（現在高校1 年生）も、各競技において少しずつではありま
すがその活躍が垣間見え、現アスリート生もそれに続けと言わんばかりに育成プログラ
ムに日々懸命に取り組んでおります。多くの競技団体をはじめとする関係機関の多大な
る御協力により質の高いプログラムを受講することができております。今後とも何卒よ
ろしくお願いいたします。
　さて、今回もおかげさまで、本誌「宮崎体協219 号」を発刊することができました。
こ の 発 刊 に 際し、御 多 用 の 中、寄 稿・写 真 提 供 をし
てい た だ い た 全 て の 方 々に 衷 心 より感 謝 を 申し 上
げます。
　 最 後 に なります が、本 協 会 として、宮 崎 県 ス ポ ー
ツの発展のために、誠心誠意、努力してまいりますの
で、今後とも温かい御支援・御鞭撻を心よりお願い申
し上げ、編集後記とさせていただきます。 

●事務局● 
公益財団法人 宮崎県体育協会
〒 889-2151 　宮崎市大字熊野字島山 1443-12
　　　　　　　   宮崎県総合運動公園受付・案内所 2F
TEL 0985-58-5633  　FAX 0985-58-5630
E-mail / miyazakiken@japan-sports.or.jp

●発行所●  
公益財団法人 宮崎県体育協会
編集発行人　　　佐多　裕之

●表紙写真● 
第 75 回国民体育大会冬季大会
スポーツ優秀賞・奨励賞

（小・中・高校生）
宮崎ワールドアスリート発掘・
育成プロジェクト

< お詫び>
　HP では既に掲載させていただいておりますが、12 月に発刊しました「218 号」において記載ミ
ス等がございました。改めて、関係の皆様にお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
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