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一般財団法人宮崎陸上競技協会             

        会長  林田 洋二

会長就任挨拶 

このたび、一般財団法人宮崎陸上競技協会の第１０代会長に就任いたしました林田洋
二でございます。会長就任にあたり、一言ごあいさつを申しあげます。 

当協会は、昭和２４年（１９４９年）に設立され、これまで７２年の歴史を歩んでまい
りました。歴史のある当協会の会長に就任いたしますことは誠に光栄であり、また、大
変身が引き締まる思いであります。 

昨今、コロナ禍により、陸上競技を始めとする様々なスポーツにおいて、大会中止や
縮小等の影響を少なからず受けております。その一方で、自粛期間中、テレビでは競技
を問わず過去の試合が連日放送され、既に結果が分かっているにも関わらず、見入って
しまった皆さまも多いのではないでしょうか。 

何かと不自由な日々が続いておりますが、私は、「スポーツが秘める不思議な力」に驚
かされると同時に、興奮と熱狂をもたらし、私たちの日常の人生を豊かにする「スポー
ツの意義」というものを改めて考える良い機会になったと考えております。 

２０２７年に迫る第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会を始
めとして、当協会に課せられた役割は大きいものでございますが、一般財団法人として
の役割を再認識し、これまで以上に、賛助会員の皆さまや当協会に加盟する競技団体、
関係団体、関係機関との連携を密にしながら、陸上競技の振興や競技力の向上に鋭意努
力してまいります。 

 また、こうした取り組みを重ねていくことで、すべての県民の皆さまが様々な陸上競
技に関わりを持ち、誰もが生きがいを感じることができる「明るく元気なまちづくり」
にも、微力ながら貢献してまいりたいと考えております。 

今後とも、皆さまとともに、宮崎における陸上競技の振興に努めてまいりますので、

ご支援、ご協力を心よりお願い申しあげます。 



令和３年度 宮崎陸協役員一覧 

(1) 評議員 任期：４年      (2)理事 任期：２年 

No. 評 議 員 備 考 

 

No. 役職名 理  事 No. 役職名 理  事 

１ 鬼束講治 宮崎市 １ 会 長 林田洋二 15 強化部長 稲垣徳文 

２ 藤原敏郎 児湯郡 ２ 副会長 福村正勝 16 普及部長 田爪隆敏 

３ 坂元慎吾 都城市 ３ 副会長 中馬光久 17 記録部長 岩﨑朋之 

４ 三浦近男 えびの市 ４ 学識経験者 大嶋一成 18 女性委員会 大山真由美 

５ 小玉弘明 日南市 ５ 学識経験者 鈴木澄夫 19 延岡市 甲斐慎一朗 

６ 徳永邦弘 延岡市 ６ 学識経験者 有岡浩一 20 宮崎市 関本和浩 

７ 椎葉貴大 日向市 ７ 学識経験者 品田龍吉 21 都城市 川内聖一 

８ 馬場政賢 高体連 ８ 学識経験者 奥松美恵子 22 実業団 宗  茂 

９ 安在倫孝 中体連 ９ 理事長 串間敦郎 23 学 連 宇土昌志 

10 長尾岳彦 教育委員会 10 副理事長 湯前英則 24 高体連 今村 修 

11 黒葛原朱美 学識経験者 11 副理事長 河野敏史 25 中体連 田原義雄 

(3)監事 任期：２年 12 総務部長 永松幸一 26 小学部 甲斐秀一 

No.    監  事 備考 13 競技部長 相馬勇一 27 マスターズ 乙守 信 

１ 河野 敬二 再任 14 審判部長 溝口正喜 28 県スポ協 横山美和 

２ 川井田和人 再任  

(5)参与 任期：２年 (4)顧問 任期：２年 

No.   顧  問 備考 No. 参 与 備 考 No. 参 与 備 考 

 1   菊池銑一郎 元会長 １ 西臼杵陸協 興梠則夫 8 串間市陸協 加藤修一 

２ 宮田 穗積 元会長 ２ 延岡市陸協 河野 正 9 都城市陸協 神脇清照 

３ 川崎 新一 前会長 ３ 日向市陸協 米原 力 10 小林市陸協 安田昭一 

４ 綾部 誠二 元理事長 ４ 児湯郡陸協 坂口博美 11 西諸県郡陸協 石山宗行 

５ 河野 豊城 元理事長 ５ 西都市陸協 大塚直純 12 えびの市陸協 田内四朗 

６ 米田 昌樹  ６ 宮崎市陸協 松久寅雄 13 北諸県郡陸協 溝口良信 

７ 日南市陸協 藤井晃治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴代会長                               歴代理事長 

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

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

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

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

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

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

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

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

第９代  川崎 新一（2018年５月～2021年５月）  第９代 河野 豊城（2003年４月～2009年３月） 

第10代  林田 洋二（2021年５月～現在      ）  第10代  安部 勝也（2009年４月～2014年３月） 

                        第11代  串間 敦郎（2014年４月～現在    ） 

旭化成 
総務部長 



シレジア２０２１世界リレー選手権日本代表選考トライアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ飛鳥 

 

           男子      １位        ２位         ３位 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100ｍ 坂井隆一郎 10”38 栁田大輝 10”44 鈴木涼太 10”45 

200ｍ 水久保漱至 20”92 樋口一馬 21”04 上山紘輝 21”14 

300ｍ 佐藤拳太郎 32”87 川端魁人 33”17 鈴木碧斗 33”19 

400ｍ 伊東利来也 46”76 池田弘佑 46”91 板鼻航平 47”36 

 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ飛鳥 10”35 山縣亮太 10”36 遠藤泰司 10”50 

女子 

100ｍ 青山華依 11”56 齋藤愛美 11”66 石川 優 11”71 

200ｍ 齋藤愛美 23”62 青山聖佳 23”95 大石沙也加 24”26 

400ｍ 松本奈菜子 54”23 小林茉由 54”31 髙島咲季 54”95 

特別レース 
100ｍ 

観客 約 2,000 人 



令和２年 宮崎県新記録一覧 

種目 記録 氏名 学年 所属 期日 大会名 会場 備考 

男子 100ｍ 10秒 14 水久保漱至 4 城西大学 9 月 12 日 日本インカレ 新潟  

男子 200ｍ 20秒 65 水久保漱至 4 城西大学 8 月 10 日 IWAKABE Time Attack  熊谷  

男子 10000m 27 分 18 秒 75 相澤 晃  旭化成 12 月 4 日 日本選手権大会 長居 日本新 

男子 3000mSC 8 分 34 秒 11 荻野 太成  旭化成 9 月 19 日 全日本実業団陸上 熊谷  

女子 100mH 13秒 13 清山ちさと  いちご 7 月 18 日 宮崎県選手権大会 県総合  

女子三段跳 12ｍ25 川野 伶奈 4 岐阜協立大学 8 月 8 日 GKU ｻﾏｰﾅｲﾄ競技会 岐阜協立大学  

   2020 年 12 月 31 日現在 

本年度活躍が期待できる社会人選手紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相澤 晃（旭化成）オリンピック男子 10000ｍ 

Ｒ2日本選手権 10000ｍ１位 

Ｒ3日本選手権  5000ｍ４位 

パーソナルベスト：27分 18秒 75  

◆オリンピック・パラリンピック選手 

外山愛美(宮崎銀行)パラ女子 400ｍ 

パーソナルベスト：59秒 42  

◆個人強化指定選手（宮崎県スポーツ協会） 

清山ちさと（いちご） 

パーソナルベスト：13 秒 13 

R3 日本選手権２位 

女子 100ｍH 
黒木雄太朗(東海アスリート) 

パーソナルベスト：15ｍ98 

R3 日本選手権４位 

男子三段跳 
吉野健太朗（宮崎陸協） 

パーソナルベスト：63ｍ92 

宮崎工業高校教諭 

男子ハンマー投 



         東京オリンピック・パラリンピックを支える方々  

 

 

◇相馬 勇一《 宮崎商業高校教諭 宮崎陸協競技部長 》 

 審判歴約 30 年、県内大会では総務員として、競技進行の実質的な責任者として活躍。 

 東京オリ・パラ本番では、マーシャル（場内指令）として、競技場内の良好な競技環境 

 を確保するため、競技者、役員、コーチ､報道関係者及び観衆まで、多方面の人々に目配 

 りと心配りの必要な任務を担う。 

◇安在 倫孝《 宮崎市立住吉中学校教諭 県中体連陸上競技専門委員 》 

 審判歴約 30 年、県内大会ではスターターなどの審判員として活躍。 

 東京オリ・パラ本番では、出発係として、選手のスタート位置最終確認業務等を担う。 

 東京パラ代表に内定した外山愛美選手は、大宮中学校陸上部で指導。同じ大舞台に立つ。 

◇奥松 美恵子《 日本知的障がい者陸上競技連盟理事長、日本パラ陸上競技連盟理事 》 

 みなみのかぜ支援学校教諭。東京パラ代表に内定した外山愛美選手のコーチを５年間続け、

日本パラ陸上競技連盟強化コーチも務める。  

 

 

   

  

 

日本陸連施設用器具委員会 

【検 定 員】 甲斐 裕三（中央） 

【技術役員】  池田 敏也（右側） 

【技術役員】  溝口 洋喜（左側） 

 

 

ライブ配信中の 田口 修 氏 

（宮崎陸上競技協会メディカルサイエンスグループ所属） 

 

ライブ配信について 

県内競技会を支える方々 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


一般財団法人宮崎陸上競技協会 

賛 助 会 員 

－ご協力頂きありがとうございます－ 

 本協会の賛助会員としてご入会をたまわり、事業推進にご協力頂いております。 

法人・団体・個人の皆様のご芳名を掲載致します。ここに厚く御礼を申し上げますと共に、

今後とも引き続きご支援をたまわりますようお願い申し上げます。   

（順不同、敬称略） 

令和３年度（2021 年 7 月 4 日現在）                               

○法人・企業・団体 

 (株)永和産業  落合スポーツ  (株)宮崎新生社印刷  延岡市陸上競技協会 

 中川印刷 

○個人 

 杉田憲亮 杉田華帆  黒木章  三浦近男  福村正勝  湯前佳子 

 西山紀孔子  匿名１名  

令和２年度  

○法人・企業・団体 

 落合スポーツ (株)宮崎新生社印刷  宮崎銀行 旭化成  宮崎太陽銀行 

 延岡市陸上競技協会  中川印刷  うづら ai クラブ(久峰陸上) 

 スポーツテクノ和広  宮崎市陸上競技協会    

○個人 

 湯前英則 福村正勝 田爪隆敏 湯前佳子 匿名１名  

 

本協会では事業推進の為に賛助会員を随時募集しております。 
賛助会員の会費及び入会手続きについて以下の通りです。 

 

１ 賛助会員（年会費） 

 （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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 事務局 ＞ 

開局曜日・時間  月曜～金曜（祝祭日を除く） 10時 ～ 1６時 

 

      一般財団法人宮崎陸上競技協会事務局 

       〒880-0022  宮崎市大橋 2 丁目 6-1 ヤヨイビル５階 

               TEL&FAX   0985-25-6011   

E-mail     jimukyoku＠miyariku.org 
                ホームページ  http://www.miyariku.org/ 
 
 
 

 

http://www.miyariku.org/

