
                        令和２年５月２０日              

 公益財団法人熊本県スポーツ協会  

  

【第７５回熊本県民体育祭・玉名荒尾大会 開催中止について】  

令和２年９月１９日・２０日玉名市・玉名郡・荒尾市主会場に予定していた標記体育祭

は、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、主催者である「公益財団法人熊本県

スポーツ協会」「熊本県教育委員会」「第７５回熊本県民体育祭玉名荒尾大会実行委員会」

の３者で協議した結果、開催を中止しましたのでお知らせします。  

１ 中止理由 

本県では、５月１４日の政府の「緊急事態宣言」の解除を受け、新規感染者は、近況発

生していない状況だが、これまでの患者数は４７名にのぼり、「生命」や「くらし」を守

る観点からも、本大会を支えていただいている多くの県民の皆さま、参加する選手団、そ

して開催地の方々の「安全」・「安心」を最優先すべき等から以下を理由に中止することと

した。  

①大会は、全域から幅広い年齢層の選手団、役員等、大会関係者が集い、各競技会の場 

  面では、「ソーシャルディスタンス」を確保することが、容易ではなく、２４の「採点 

競技」において、一律実施できない状況が想定されること。  

②新型コロナウイルスの感染状況の終息が予見できない状況にあり、今後も規模の大き 

いイベントの実施について慎重な対応をもとめられていること。 

 ③選手選考（郡市民体育祭等）が多くの地域で実施できず、選手団編成が厳しい状況にあ

ること。 

２ 参考 

  過去大会の中止事例 

  ・第２１回大会（昭和４１年）【水俣・葦北大会】・・台風により一部中止 

  ・第４６回大会（平成３年）【上益城大会】・・・・・台風により中止 

  ・第６１回大会（平成１８年）【上益城大会】・・・・台風により一部中止 

  ・第７１回大会（平成２８年）【阿蘇大会】・・・・・熊本地震により中止 

  ・第７２回大会（平成２９年）【人吉・球磨大会】・・台風により一部中止 

【参考資料】第７５回熊本県民体育祭・総則＜大会実施要項から抜粋＞  
◆趣旨  

    本総則は、熊本県民体育祭基準要項に基づいて、令和２年度の体育祭を開催するに当たり、その円滑な実施を図るた

め必要な事項を定めるものとする。  

◆主催  

   熊本県教育委員会・公益財団法人熊本県スポーツ協会・玉名市・荒尾市・玉東町・和水町・南関町・長洲町  

◆ 主管  

   第７５回熊本県民体育祭玉名荒尾大会実行委員会・関係競技団体  

◆ 期日  

   令和２年９月１９日（土）～ ２０日（日）  

◆ 実施競技・会場・日程    別紙一覧表のとおり 

◆ 参加資格及び出場制限  

   開催基準要項及び競技別実施要項による。  

   ※第７５回大会は、令和２年４月１日現在の本会加盟の地域体育協会による対抗とする。  

   （令和２年４月２日以降の加盟は旧体制での参加とする。）                ＜裏面へ＞ 

報道資料  



   

 

＜お問合せ先＞  

〒861－8012  

熊本市東区平山町 2776 県民総合運動公園陸上競技場内 

公益財団法人熊本県スポーツ協会     事務局担当 中野 功一朗  

ＴＥＬ  096-388-1581 ＦＡＸ  096-388-1584  

19日 20日

1 11:30 13:00 9:00 荒尾運動公園陸上競技場 荒尾市

2 13:00 13:20 9:00 荒尾市民プール 荒尾市

9:00 8:30 玉名市桃田運動公園野球場 玉名市

9:00 8:30 玉名市蛇ヶ谷公園野球場 玉名市

9:00 8:30 荒尾運動公園野球場 荒尾市
9:00 8:30 有明高等学校グラウンド 荒尾市

9:00 10:00 9:00 玉名市岱明中央公園グラウンド 玉名市

― 10:30 ― 長洲町総合スポーツセンター 長洲町

9:00 10:00 9:00 荒尾運動公園ソフトボール球場 荒尾市

― 10:00 ― 荒尾運動公園多目的広場 荒尾市

9:15 9:30 9:00 南関町農村広場テニスコート 南関町
― 10:00 ― 和水町テニスコート 和水町

6 10:30 11:00 9:00 玉東町立玉東中学校体育館 玉東町

男 10:00 10:30 9:00 和水町体育館

女 ― 11:00 ― 和水町立菊水中学校体育館

男 ― 12:30 9:00 玉名市総合体育館 玉名市
10:00 10:40 ― 玉名市立横島小学校体育館 玉名市

― 10:40 ― 玉名市横島体育館 玉名市

10:30 9:30 8:30 荒尾運動公園市民体育館 荒尾市

― 9:30 ― 荒尾市立荒尾海陽中学校体育館 荒尾市

― 9:30 ― 長洲町立腹栄中学校体育館 長洲町

10:00 10:45 9:00 和水町スカイドーム２０００ 和水町
― 11:15 ― オムロン鹿陽センター 山鹿市

女 ― 11:15 9:00 南関町立南関中学校体育館 南関町

11 12:00 13:00 9:30 クリーンパークファイブ 長洲町

12 9:10 ― 9:30 玉名市武道館 玉名市

13 9:00 ― 9:20 玉東町民体育館 玉東町

近的：荒尾運動公園弓道場
遠的：荒尾運動公園アーチェリー・遠的場

15 10:00 ― 10:15 玉名市天水相撲場 玉名市

16 9:30 ― 10:00 南関町B&G海洋センター 南関町

17 13:30 14:00 9:30 玉名市立玉陵中学校体育館 玉名市

18 13:00 13:15 9:00 玉東町営グラウンド 玉東町

19 7:10 7:30 8:00 玉名クレー射撃場 玉名市
20 12:30 13:00 8:30 熊本県立菊池農業高等学校馬術場 菊池市

8:15 9:30 9:30 玉名市蛇ヶ谷公園テニスコート 玉名市

― 9:30 ― 長洲町総合スポーツセンターテニスコート 長洲町

男

女
23 11:30 12:00 8:30 司ボウル玉名 玉名市

男 13:00 13:30 8:30

女 13:00 13:30 8:30

19日 20日

25 9:00 10:00 9:30 水俣川特設カヌー競技場 水俣市

26 休止

27 9:10 ― 10:00 熊本県立八代農業高等学校ウエイトリフティング場 八代市

28 9月12日 熊本県立熊本農業高等学校ボクシングジム 熊本市

29 17:00 17:00 8:30 小岱山周辺 玉名荒尾
30 9月13日 宇土マリーナ 宇土市

31 県内14ゴルフ場 各地

32 熊本県立総合体育館大体育室 熊本市

33 10:00 10:40 熊本市北部武道館 熊本市

34 8月29日 玉名市総合体育館サブアリーナ 玉名市

4

日本拳法

馬術

ボウリング

カヌー

ラグビーフットボール

ボクシング

登山

セーリング

新体操

ソフトテニス

軟式野球

24 長洲町金魚と鯉の郷多目的広場 長洲町
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5

7

8

剣道

サッカー

―

競技開始

ゲートボール

グラウンドゴルフ

荒尾市

競技別日程・会場

ハンドボール
男

女

9:30

アーチェリー

市町村名

クレー射撃

陸上競技

開催予定期日

玉名市開会式

玉名市

　玉名市総合体育館　メインアリーナ

採点競技

　令和２年９月１９日（土）～２０日（日）の２日間

　玉名市総合体育館　メインアリーナ

バスケットボール

ソフトボール
男

閉会式

競技開始

バレーボール

3

水泳

卓球

市町村名

和水町

玉名市滑石ゲートボール場 玉名市

開始式

―

会 場 名 

9:0011:0010:20

競 技 名

女

バドミントン

男
女

21

柔道

相撲

銃剣道
空手道

9

14弓道

競 技 名

テニス

9:00

公開競技

会 場 名 

22

10月18日 開始式13:00/競技13:30

12日11:00

5月8日～6月26日

レスリング

開始式

ウエイトリフティング

ゴルフ


