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一般財団法人 宮崎陸上競技協会

会長 川崎 新一

木々もすっかり芽吹き、新緑の葉が茂る季節となりました。皆様には

ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また賛助会員の皆様には、

本県陸上競技の普及と発展にご協力いただき、心から感謝申し上げます。

さて、５月２３日の定時評議員会で理事に選任していただき、その後

の臨時理事会におきまして、不肖私が宮田穗積会長の後任として第９代

会長に就任することになりました。これまで陸上競技とは全くと言って

いいほど無縁な生活を送ってまいりましたので、正直、不安ばかりが先

行しますが、私なりに精いっぱいの努力をさせていただきたいと存じま

す。

ところで、「ＴＯＫＹＯ２０２０」が２年後に迫ってきました。本県

はドイツ陸連の事前合宿地としても、このビッグイベントを支えていく

立場であります。また、８年後には２巡目の宮崎国体をこの地で開催し

なければなりません。いずれの大会も待ったなしの状態です。特に国体

開催においては、競技運営はもちろんのこと、競技力の向上を図り、優

勝争いに絡むチームづくりが求められます。このため、いまからその基

盤づくりが喫緊の課題です。これまで本協会は特に財政的な基盤が脆弱

であったようですが、宮田前会長のお力添えで、ようやく軌道に乗りつ

つあるところだと伺っております。これらのビッグイベントを大きな契

機として、県内の陸上競技の各団体や愛好者が心をひとつにして、この

難局を乗り切りたいと考えます。

私に課せられた課題は山積していますが、これから皆様方からのご指

導をいただきながら、職務を全うしていく所存でありますので、前会長

同様、ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。



★平成平成平成平成 29292929 年年年年度度度度    宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県新記録新記録新記録新記録    

種 目 記 録 氏 名 学年 所 属 期 日 大会名 会 場 

男子 200ｍ 20 秒 96 木下 裕貴 1 順天堂大 8/6 順天堂大競技会 順天堂大 

女子 100ｍH 13 秒 35 清山ちさと  いちご 5/7 木南記念大会 長 居 

女子 4×100ｍR 45 秒 97 宮崎県（神田・松田・石田・清山） 10/8 国民体育大会 愛 媛 

女子ハンマー投 

56ｍ83 

メイン 桜 2 九州共立大 

6/10 日本学生個人選手権 平 塚 

57ｍ28 
7/16 九州共立大競技会 九州共立大 

57ｍ73 

女子七種競技 4938 点 田代なる実 1 環太平洋大 5/21 中国四国学生陸上 屋 島 

 

★平成平成平成平成 30303030年度主要競技年度主要競技年度主要競技年度主要競技会会会会日程日程日程日程    〈６月〜３月〉                                                 ※( )は競技会場    
６/23 第 1 回強化記録会(県第１） 11/11 県中学駅伝(西都） 

６/24 県学童陸上(県第１） 11/25 マスターズ駅伝(県総合運動公園） 

６/30～7/1 中学通信陸上(県第１） 12/1 九州中学駅伝(西都） 

７/7～８ 県選手権（県第１） 12/8 県強化記録会(長距離の部)(県第１） 

７/14 高校１年生大会（県第３） 12/9 青島太平洋マラソン（宮崎市内） 

７/22～23 県中学総体（西階）   12/16 九州小学生クロカンリレー(県総合運動公園） 

８/12 第 2 回強化記録会(県第３） 1/5 ひむかレディーストライアル(県第１） 

８/25 ジュニアオリンピック（県第３） 1/14 市町村対抗駅伝（宮崎市内） 

９/２ 小学生かけっこ・混成・ﾁｬﾚﾝｼﾞ（日南） 1/27 県女子駅伝(日南） 

９/９ マスターズ選手権(県第３） 2/10 県高校新人駅伝(小林） 

９/14～16 県高校新人（西階） 2/10 延岡西日本マラソン(延岡） 

10/21 第 2 回県記録会（県第１） 3/3 県中学新人駅伝(県総合運動公園） 

10/27～28 県高校駅伝(西都） 3/10 UMK スポーツフェスタ(県第１） 

11/3 小学ジュニア（県第１） 3/16～17 第 3 回県記録会（県第１） 

11/4～5 県中学秋季（県第１）   

 

★2012012012015555～～～～2222010101017777 年度年度年度年度登録者登録者登録者登録者のののの推移推移推移推移 

 
団体別 

団 体 数 男 子 女 子 計 

 2015年度 2016年度 2017年度 2015年度 2016年度 2017年度 2015年度 2016年度 2017年度 2015年度 2016年度 2017年度 

 市郡・クラブ  31  32  35  888  904  893  166  183  190 1,054 1,087 1,083 

 高等学校  48  50  50  623  645  647  384  401  400 1,007 1,046 1,047 

 中学校  98  99  95  881  883  909  918  861  883 1,799 1,744 1,792 

 小学校  43  44  43  429  490  525  513  552  533  942 1,042 1,058 

 学 連  48  53  55  141  163  160   38   41   37  179  204  197 

 個人登録    － －   31 － －    6 － －   37 

 計 268 278 278 2,959 3,085 3,165 2,019 2,038 2,049 4,978 5,123 5,214 

★2012012012015555～～～～2017201720172017 年度年度年度年度公認審判員推移公認審判員推移公認審判員推移公認審判員推移                                    ※名誉審判員は S級審判員に含まれる    

審判

種別 

男 子 女 子 計 

2015年度 2016年度 2017年度 2015年度 2016年度 2017年度 2015年度 2016年度 2017年度 

名誉審判員 （9） （10） （7） （1） （1） （0） （10） （11） （7） 

S  級 36  37  39  4  6  5  40  43  44 

A  級 90  95 101 12 13 12 102 108 113 

B  級 366 349 343 80 73 78 446 422 421 

計 492 481 483 96 92 95 588 573 578 
 
 

    

本協会では、広く県内外各層から賛助会員を募集いたしております。 

(1)法人・団体・企業等  １口 ５,０００円（何口でも可） 

(2)個人         １口 ２,０００円（何口でも可） 

※詳しくは事務局にお尋ねください 

★ 賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集賛助会員募集    ★★★★    



 ＜宮崎チャレンジャーズゲート競技会＞
  2018 第１回宮崎県陸上競技記録会

100ｍH 第２レース
1 清山ちさと(いちご) 13秒30：宮崎県新
2 相馬絵里子(茨城陸協) 13秒95

3 上之園結子(宮崎工高３) 14秒01

4 ⻑⾕川このみ(宮崎商高2)15秒12

5 湯川瑠々奈(宮崎大1) 16秒55

トピックス

期日：平成30年4月14日（⼟）〜15日（日）
会場：KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園 KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
種目：女子１００ｍH 13秒30 宮崎県新

本県の清山ちさと選手（所属：いちご）が出場した女子１００ｍHで宮崎県
新記録が誕生しました。

第１回宮崎県陸上競技記録会が、各種上位レベル大会の標準記録突
破や大会出場のチャンスをつかんだり、今期活躍のきっかけとなった
りする「挑戦者のための門（扉）」になってほしいとの願いが込めら
れています。
MIYARIKUの「RIKU＝陸」、CHALLENGER’S の「CHA」、GATEの「GA」
を取って、「陸ちゃが」と呼ぶことで、宮崎の陸上競技大会をイメー
ジしやすい略称・愛称として、県内外の選手や陸上競技関係者に親し
まれていく大会を目指しています。

第１レース：左から、清山、⻑⾕川、上之園、相馬

100ｍH 第１レース
1 清山ちさと(いちご) 13秒61

2 相馬絵里子(茨城陸協) 14秒08

3 上之園結子(宮崎工高３) 14秒58

4 ⻑⾕川このみ(宮崎商高2)15秒31

5 湯川瑠々奈(宮崎大1) 16秒60

※この競技会の名称及びマークは佐々木秀行先生（小林高校）が考案されました

清山ちさと（所属：いちご）
１００ｍH 自己ベスト 13秒35（2017）日本歴代１６位

きよやま

相馬 絵里子（所属：茨城陸協）
１００ｍH 自己ベスト 13秒22（2013）

日本歴代１０位

そうま えりこ

◎大会結果



①競技種類
T／Track：走競技(100ｍ〜マラソン)、跳躍競技(走幅跳、走高跳、三段跳)

F／Field ：投てき競技(砲丸投、円盤投、やり投、こん棒投)

②障がいの種類（選手の主たる障がいの種類や競技形式を示す）
１０番台：視覚に障がいのある立位競技者
２０番台：知的に障がいのある立位競技者
３０番台：痙性麻痺、筋強直、協調運動障がいなどの特徴を示す脳原性の

麻痺のある立位競技者及び車椅子や投てき台を使用する競技者
４０番台：低⾝⻑、脚⻑差、切断、関節可動域制限、筋⼒低下等の障がい

のある立位競技者
５０番台：脚⻑差、切断、関節可動域制限、筋⼒低下等の障がいのある車椅

子や投てき台を使用する競技者
６０番台：聴覚に障がいのある立位競技者(パラリンピックの参加資格は

ない)
③障がいの程度

障がいの程度に応じて０〜９の番号が割り当てられている。基本的に番号が
小さいほど障がいの程度は重くなる

④クラス・ステータス／Class Status (クラス分けの状況)
N：New：過去クラス分けを受けたことがなく、競技前に受けなければなら

ない者
R：Review：クラスが確定しておらず、再度クラス分けを受ける必要のある者
C：Confirmed：クラスが確定した者

◎招待選手 やざわ わたる

矢澤 航（ケガの為欠場）
（所属：デサントトラッククラブ）

１１０ｍH 自己ベスト 13秒47

日本歴代５位 （2016）

せこ のどか

世古 和
（所属：CRANE）

１００ｍ
自己ベスト 11秒52（2017）
日本歴代１５位

なかにし まや

中⻄ 麻耶
（所属：うちのう整形外科）

走幅跳 障害クラス T44

自己ベスト 5ｍ51（2016）
アジア記録

◎大会結果
100ｍ 第１レース

1 世古 和(CRANE) 11秒92

2 松田優美(いちご) 12秒04

3 新坂太佳子(⻄池AC1) 12秒07

4 神田あやの(宮崎商高2) 12秒14

5 清山ちさと(いちご) 12秒14

6 釣屋 心(Rising Sun3) 12秒59

7 乙守紋佳(宮崎商高3) 12秒70

第１レース：左から、松田、神田、世古、清山、新坂

100ｍ 第２レース
1 松田優美(いちご) 11秒91

2 新坂太佳子(⻄池AC1) 11秒92

3 世古 和(CRANE) 11秒93

4 神田あやの(宮崎商高2) 12秒02

5 釣屋 心(Rising Sun3) 12秒47

6 乙守紋佳(宮崎商高3) 12秒62

中⻄ パラ走幅跳 4ｍ79

クラス分け

＜ 豆知識 ＞

※次回出場を楽し
みにしています

◎パラ陸上競技



★2018201820182018年度役員紹介年度役員紹介年度役員紹介年度役員紹介                                                         

  

                

会  長 川崎 新一（5/23付就任） 

副 会 長 福村 正勝 

理 事 長 串間 敦郎 

副理事長 湯前 英則 

総務部長 川内 聖一 強化部長 秋本 純男 

競技部長 相馬 勇一 普及部長 田爪 隆敏 

審判部長 溝口 正喜 記録部長 岩﨑 朋之 
 

 ★専門部専門部専門部専門部・事務局・事務局・事務局・事務局紹介紹介紹介紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

各大会で使用する用器具の点検等を競技

部と連携して行い、不備・不足分等の報告

を県施設協会に行い、修理、補充等をお願

いしています。また、毎年、ルール改正等に

伴い新規購入が必要な備品（付帯用具を含

む）等があるため、県に対し備品購入希望

を提出し対処してもらっています。 

よりよい環境の中で良好な用具等の使用

で、選手の皆さんの記録が向上することを

願っております。 

施設・用器具委員長 鈴木 澄夫 

 

   

開局曜日・時間 月曜～金曜(祝祭日を除く) 10 時 ～ 1６時 

   ＜業務内容＞ 

   ・日本陸連への登録及び各種申請  ・認知書、記録証の発行 

  ・県内各種団体への申請及び報告  ・競技会の申込の受付、運営、会計等 

  ・市郡陸協、クラブチームの情報の管理   ・広報誌の発行 

  ・各種会議の準備    ・郵便物の管理         等 

    〒880-0022 

  宮崎市大橋２丁目６－１ ヤヨイビル５階（宮崎太陽銀行大工町支店隣） 

       TEL/FAX    0985-25-6011 

       メール      jimukyoku@miyariku.org 
       ホームページ http://www.miyariku.org/            

本委員会委員の医師・看護師・トレーナーが各競技会において応急処置等の救護活動を行ってい

ます。けがや体調不良者への初期段階での状態の評価や判断を行い、重症化の防止に努めていきま

す。競技会のスムーズな運営をサポートしていきます。 

      委 員 長  川野彰裕（日本スポーツ協会公認スポーツドクター） 

      副委員長  田原徳人（日本スポーツ協会公認スポーツドクター） 

      トレーナー  今村美保（理学療法士及び県体協公認アスレティックトレーナー） 

小倉磨希（理学療法士及び県体協公認アスレティックトレーナー） 

近藤倫代（看護師） 

 

＜＜＜＜医事委員会医事委員会医事委員会医事委員会＞＞＞＞    

医科学委員会では、ドクターやトレーナーの方々

と連携をして、大会等で生じた怪我の対応や分析、

また、それらを予防するための対策等の検討を行っ

ています。 

 また、国体候補選手を対象に宮崎県体育協会主催

のメディカルチェックを活用し、選手や指導者の皆

様へのフィードバックや選手の分析等を行います。 

これらの活動を通して、選手や指導者の皆様の活

動や指導が充実されていくことを目指します。 

 委員長 永松 幸一 

＜＜＜＜メディカルサイエンスメディカルサイエンスメディカルサイエンスメディカルサイエンスグループグループグループグループ＞＞＞＞    ＜＜＜＜施設施設施設施設・・・・用器具委員会用器具委員会用器具委員会用器具委員会＞＞＞＞    

＜＜＜＜事務局事務局事務局事務局＞＞＞＞    



 

宮崎陸上競技協会沿革宮崎陸上競技協会沿革宮崎陸上競技協会沿革宮崎陸上競技協会沿革 

期     日 事            項 

昭和21(1946)年 

昭和22(1947)年２月16日 

昭和24(1949)年４月１日 

昭和27(1952)年11月15～24日 

昭和34(1959)年１月４日 

昭和38(1963)年３月24日 

昭和46(1971)年10月３～４日 

昭和48(1973)年 

昭和49(1974)年４月21日 

昭和49(1974)年 

昭和50(1975)年 

昭和53(1978)年９月30日 

昭和54(1979)年10月15～19日 

昭和55(1980)年７月20日 

昭和56(1981)年３月１日 

昭和58(1983)年12月25日 

昭和59(1984)年 

平成元(1989)年 

平成２(1990)年５月 

平成２(1990)年８月20～21日 

平成３(1991)年11月１～２日 

平成４(1992)年８月２～７日 

平成５(1993)年10月７～17日 

平成８(1996)年 

平成13(2001)年９月22～23日 

平成21(2009)年10月18～20日 

平成22(2010)年12月５日 

平成23(2011)年１月９日 

平成23(2011)年10月30～11月6日 

平成24(2012)年１月５日 

平成25(2013)年４月１日 

平成27(2015)年６月17日 

平成30(2018)年４月14～15日 

第１回宮崎県陸上競技選手権大会 

南九州学生一般連合駅伝競走大会（第１回南九州駅伝競走大会） 

宮崎陸上競技協会設立 初代会長：門川暴、初代理事長：和田定夫 

第１回西日本各県対抗九州一周駅伝競走大会（10日間） 

第１回宮崎県駅伝競走大会（延岡市～宮崎県庁、11区間94,5㎞） 

第１回延岡西日本マラソン大会 

第19回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会（延岡） 

太平洋沿岸５カ国陸上競技選手権大会（延岡） 

国際サーキット陸上競技大会（宮崎） 

第１回宮崎県高校ジュニア陸上競技選手権大会（宮崎） 

第１回宮崎県中学ジュニア陸上競技選手権大会（宮崎） 

第26回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会（延岡） 

第34回国民体育大会（宮崎） 

第15回全国高等専門学校体育大会陸上競技（都城） 

第１回宮崎30㎞ロードレース・宮崎レディスロードレース大会 

第１回宮崎県女子駅伝競走大会（日南、９区間30㎞） 

第１回宮崎県学童陸上競技大会（宮崎） 

第１回宮崎県小学生ジュニア大会（宮崎） 

第１回ゴールデンゲームズinのべおか 

第37回全日本中学校陸上競技選手権大会（宮崎） 

第12回全日本マスターズ陸上競技選手権大会（宮崎） 

第45回全国高等学校陸上競技対校選手権大会（宮崎） 

第10回世界ベテランズ陸上競技選手権大会（宮崎） 

第１回宮崎県中学新人駅伝競走大会（宮崎） 

日本スポーツマスターズ２００１宮崎大会陸上競技（宮崎） 

第22回全国スポーツレクリエーション祭マスターズ陸上競技（宮崎） 

第１回九州小学生クロスカントリーリレー宮崎大会（生目の杜） 

第１回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会（宮崎市内、10区間42.3㎞） 

グランツール九州２０１１（８日間、51区間739.9㎞）（Ｈ25年終了） 

第１回ひむかレディーストライアル（宮崎） 

一般財団法人宮崎陸上競技協会設立 

串間敦郎理事長・日本陸連理事に就任 

第１回チャレンジャーズゲート競技会開催（宮崎） 

 

    歴代会長歴代会長歴代会長歴代会長                                                                                                                            歴代理事長歴代理事長歴代理事長歴代理事長 

 １  門川  暴（1949年   ～1952年５月）     １  和田 定夫（1949年４月～1954年３月） 

 ２  大原 友幸（1952年５月～1958年10月）     ２  松本  龍（1954年４月～1960年３月） 

 ３  増田 吉郎（1958年12月～1975年３月）     ３  安部 二郎（1960年４月～1970年３月） 

 ４  井上 信一（1975年４月～1983年３月）     ４  松本  龍（1970年４月～1977年３月） 

 ５  平山 輝男（1983年４月～1997年３月）     ５  佐々木吉正（1977年４月～1983年３月） 

 ６  工藤  悟（1997年４月～2003年３月）     ６  綾部 誠二（1983年４月～1990年３月） 

 ７  菊池銑一郎（2003年４月～2012年３月）     ７ 広島日出国（1990年４月～2001年３月） 

 ８  宮田 穗積（2012年４月～2018年５月）     ８  外山 方圀（2001年４月～2003年３月） 

 ９  川崎 新一（2018年５月～現在   ）    ９  河野 豊城（2003年４月～2009年３月） 

                                              10 安部 勝也（2009年４月～2014年３月） 

                                              11  串間 敦郎（2014年４月～現在   ） 
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