FITNESS and SPORTS

季刊誌プライム ２０１７冬号
まだまだこれからが寒さの本番。
ランニングの魅力と初心者ランナーへの心得を紹介します。

特集
マラソン完走への道

マラソン準備ガイド
その他のトピックス
短期教室等のご案内
1.2.3 月の行事予定
施設便り
県民総合運動公園：公園の守人Ⅲ
県立総合体育館：B リーグ オールスターゲーム
藤崎台野球場：ソフトバンク野球教室
射撃場：大会結果報告
など

みどり通信
【指定管理施設】
熊本県民総合運動公園
陸上競技場
パークドーム熊本

熊本県立総合体育館

熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ

藤崎台県営野球場

熊本県総合射撃場

〒861-8012
熊本市東区平山町 2776 番地 陸上競技場 内
TEL：096-380-0782 FAX：096-389-7280
http://www.kspa.or.jp E-mail：kkwing@kspa.or.jp
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3月

陸上競技場(えがお健康スタジアム)・補助競技場
月

日

1月

4〜6日

行

事

TEL：096-380-0782

名

3〜4日
10〜11日
25・31日

14日

熊本市軟式野球連盟少年部審判講習会

21日

補助競技場

第70回熊本市ロードレース大会

補助競技場

4日

第36回熊本市クラブ対抗大会（テニス競技）

メインテニスコートC

9日

第69回熊本県下市町村対抗ゲートボール大会

多目的A

14・20日
27〜28日

2月

3月

テニスコートB
メインテニスコート

18日

第25回全日本シングルス選手権大会熊本県予選兼第5回
熊本県シングルス選手権大会（ソフトテニス競技）

メインテニスコート

17〜18日
21日
24〜31日

第45回熊本キャッスルライオンズ旗少年軟式野球熊本市
大会

軟式野球場A・B
ソフトボール場A・B

陸上競技場
陸上競技場・補助競技場

12日

RKK女子駅伝大会

陸上競技場・補助競技場

24日

第31回マルショクサンリブS&Bちびっ子マラソン大会

陸上競技場

第71回熊本市駅伝大会

補助競技場

月

日

陸上競技場・補助競技場

1月

6〜7日

17日

春季熊本県陸上競技記録会

パークドーム熊本

14日

公園受付
TEL：096-380-7599
ﾒｲﾝﾃﾆｽｺｰﾄ TEL：096-389-2870

熊本県民総合運動公園
月

日

1月

4〜5日
6・27日
6〜7日
13〜14日

2月

3〜4日

行

事

名

施設名

27〜28日

2月

TEL：096-388-2180
行

事

名

熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会
第29回九州小学生ソフトテニス親善大会
九州ジュニアU−16対抗戦（テニス競技）

3日

第5回東区小学校交流サッカー大会
第4回九州選抜中学生優勝大会（ソフトテニス競技）

第16回ハヤカワカップ高校生サッカー大会

スポーツ広場

4日

全九州高校新人ラグビー県予選

スポーツ広場

12日

熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会

テニスコートA・B
メインテニスコート

17〜18日

第28回熊本県中学生新人テニス選手権大会（学年別個人戦）

第29回九州小学生ソフトテニス親善大会

テニスコートA
メインテニスコート

熊本県国体一次予選兼九州ジュニアテニス選手権大会熊本県予選大会

第10回熊本県学生テニス選手権

テニスコートA・B
メインテニスコート

3日
10〜11日
25・31日

10〜11日
17日

第28回熊本県中学生新人テニス大会

17〜18日

熊本中央ロータリークラブ旗九州中学生大会
（ソフトテニス競技）

テニスコートA・B

熊本ジュニアテニスリーグ

メインテニスコート

18日

スポーツ広場

第47回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフ
トテニス大会熊本県代表選考会

平成29年度県下高等学校サッカー大会

3日

熊本県総合サッカー選手権大会

17・24日
陸上競技場

ダノンネーションズカップ2018（サッカー競技）

軟式野球場A・B

施設名

第16回ハヤカワカップ高校生サッカー大会

熊本30Kマラソン大会

テニスコートA・B
メインテニスコート

3日

11日
8日

熊本県国体一次予選兼九州ジュニアテニス選手権大会熊
本県予選大会

3月

4日

バレンタインカップ団体戦（テニス競技）

第36回熊本市クラブ対抗大会（テニス競技）

メインテニスコート
13日
17〜18日
21日

第14回KSPA・ミズノカップさわやかビギナーダブルステニス大会
九州U10サッカーフェスティバル
ポカリスエット女子ダブルス（テニス競技）
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STAR GAME 2018 in Kumamoto

2018.1.14 (SUN)
15:05 TIP OFF
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第７２回国民体育大会

【君は風 いしづちを駆け

瀬戸に舞え】

をスローガンに愛媛県を中心に各地会場にて
９月３０日(土) １０月１０日(火)までの会期で
開催されました。

〔水泳・カヌー・弓道競技会は会期前の９月９日(土) １７日(日)実施〕

熊本県からは、本部役員・監督・選手ら総勢４７４名の選
手団を派遣し、３６競技で熱戦を展開しました。
期間中は、熱戦を繰り広げ、５競技で優勝をはじめ
６８の入賞を果たし、天皇杯２９位、皇后杯２４位の
成績を上げることができました。

総合成績
天皇杯２９位 得点 903 点
皇后杯２４位 得点 542 点

※写真提供
公益社団法人日本馬術連盟

第７２回熊本県民体育祭人吉球磨大会

９月１６日に人吉市並びに球磨郡各町村を主会場に第７２回熊本県民体育祭
人吉球磨大会を開催しました。
（台風１８号の接近により１７日は中止）
「相良７００年 悠久の流れに競え力と技」をスローガンに掲げ、各郡市選手団
・役員約 7000 名の参加のもと、各競技会場で熱戦が繰り広げられました。
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。

（※２日目中止に伴う未実施競技＝柔道、剣道、相撲、銃剣道／グラウンド
コンディション不良による未実施競技＝陸上競技、ソフトボール）

成

績

◆男女総合

◆女子総合

第１位
第２位
第３位

第１位
第２位
第３位

熊本市 （1304.5 点）
八代市 （1045.5 点）
菊池郡市（884.0 点）

熊本市（472.0 点）
玉名市（260.0 点）
八代市（249.0 点）

◆総合躍進（前大会総合得点÷今大会総合得点）
第１位
第２位
第３位

下益城郡（1.2500 点）
葦北郡 （1.2335 点）
人吉市 （0.9962 点）

◆入場行進優秀郡市

※国民体育大会・県民体育祭の詳細は

天草市、葦北郡、人吉市

熊本県体育協会

