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Ｉはじめに

浅野誠の『沖縄県の教育史』')が、最近（1991
年）刊行された。この箸は、中世、近世前後期と
つづいて明治前期、そして後期の沖縄における教
育通史を政治史、経済史、文化史、民族学、民俗
学、宗教史の成果を吸収し体系化した著作である。
浅野は、この箸の中で、明治前期沖縄の各地の学
校で開催された運動会が極めて同化・皇民化教育
を反映した教育実践であった事を主張している。
沖縄の学校教育のスポーツ実践について政治史的
解釈を試みた最初の体育史である。この箸に啓発
を受けて、これまで「戦前の沖縄県における運動
会年表｣2)を整理し、「明治期の沖縄県における運
動会に関する歴史的研究｣3)を報告してきた。し
かしながら、戦前一明治中期から昭和前期にかけ

ての「近代沖縄における体育・スポーツ史」体系
化の研究は、途についたばかりでありその作業は
まだ未整理の状態のままである。近代沖縄の体育・
スポーツに関連する文献の発掘と整理は、継続し
て進められなければならない。

本稿では、主な歴史資料として「琉球新報」を
採用した。琉球新報は、大田昌秀『沖縄の民衆意

識』によれば、1893年（明治26）那覇で創刊さ
れた沖縄県内の最初の新聞である。創刊の目的に

｢国民的特質を発揮し地方的島根性を去りて国民
的同化を計る」ことを掲げ、沖縄県の近代化を推

進することに一役買っている。「沖縄新聞」（1905
年創刊)、「沖縄毎日新聞」（1908年創刊）が共に
財政難から10年余で廃刊になるなか､｢琉球新報」
は、1945年（昭和15）の新聞統合までの明治・
大正・昭和の３代にわたって続刊している。スポー
ツ記事についても明治30年代から継続して掲載
し、県内のスポーツ動向を捉える上で現存する資
料の中でも貴重な資料である。この「琉球新報」
のスポーツ記事を中心に明治期の沖縄県における
スポーツ年表を作成することは、これまで不透明
であった沖縄県における近代スポーツの発展過程
を分析するために必要不可欠な基礎的作業である

と考えられる。なお、年表作成にあたっては、必
要に応じて『琉球教育』、『沖縄教育』、小禄恵
良著『宮古体育・スポーツ百年の歩み』（1989年)、
各学校校友会誌から一部を補充したことをお断り
しておきたい。

※Phys・Educ.，ｃｏｌＬ，ｏｆＥｄｕｃ.,Univ・oftheRyukyus、
－４７１－
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沖縄の伝統競技一爬竜船、空手、棒術、

Ⅱ調査方法と内容

競馬、（角力）

１）琉球大学附属図書館及び沖縄県立図書館所有

日本の伝統競技一相撲、剣道、柔道、

の新聞（マイクロフィルム）｢B祇求新報」(略語：
琉新)､｢沖縄毎日新聞」（略語：沖毎）記事を
中心に明治期のスポーツ関連項目の整理を試み

水泳、薙刀

外来のスポーツー野球、テニス、卓球、
自転車、フットボー

た｡

ル、ポート

２）調査内容

2．今後の体育史研究に資するために出典を明

１．沖縄のスポーツ史を深めるために必要と思
われる下記の項目について年月及び歴史的事

記した。

項を明記した。

Ⅲ調査結果
（年表）
元号

スポ－ツ史事項

年月

出典

明治2７ 1894

沖縄中学修学旅行団京都第三高等学校より野球道具を授かる 創立80周年記念誌「養秀」

明治2７ 1894

琉球教育に｢普通教育に於ける体操科｣(星菊太)論文転用掲載 琉球教育､１巻９号､pp384‐388

明治2７ 189402.

宮古島鏡原馬場にて駿馬競争の競馬

鴎

明治2７ 189407.

宮古体育スポーツ史、ｐ5７

中学校学友会水上運動会（高飛･遠泳･ポート･潜水･抜手遊泳） 琉球教育､１巻９号、ｐ380

明治2８ 189506. 凱旋祝賀会沖縄県下教育大運動会

琉球教育、１巻１号、ｐｐｌ２‐１３

明治2９ 189605. 沖縄教育会創立10年記念運動会（唖鈴体操･旗取り競走等）

琉球教育､１巻７号、pp266‐267

明治2９ 189611. 中学校学友会陸上大運動会(遠距離走・武装競走･ベースボール等） 琉球教育､２巻12号、pp51‐5２
明治3０ 189705. 師範学校運動会（競走･ベースボール･角力等）

琉球教育､２巻18号、ｐ252

明治3０ 189705. 中学校陸上大運動会(競走･撃剣･ベースボール･フットボール･マストハンド等〕 琉球教育､２巻18号、ｐ253
１１１１１１

明治3０ 189709. 友成久雄論文「遊泳術摘要」琉球教育に掲載
７

９
８

０

３

明治3０ 189712.

中学校職員及び生徒慶良間にて鹿狩り

琉球教育、２巻21号、ｐｐｌ７‐２１

琉球教育､２巻13号、ｐ8９

１８９ＩＣ
明治3１ 189806.
牧志村角力大会

琉球新報、６．２５

８８

８８

０１１００００１

琉球新報、６．２５

９９

明治3１ 189806. 糸満爬竜船競争
１１

琉球新報、４．３０

３３

明治3１ 189804. 中学校運動会

明治3１ 189807.

厩

琉球新報、6.13,7.15

中学校水上運動会

８

１

琉球新報、８１３

１１１

明治3１ 189808. 綾門大綱曳
Ⅱ

琉球新報、７．１５

３

明治3１ 189807. 中学校水上部運動会

明治3１ 189809.

師範学校運動会（競走･撃剣･ベースボール･角力･綱引等）

琉球教育､４巻34号、ppl30‐１３１

明治3１ 189810. 遊泳場の閉場予告

琉球新報、１０．１

０

琉球新報、１０．３

８

明治3１ 1８９８１０． 遊泳会の実施状況

鴬

明治3１ 1８９８１０． 中学校陸上大運動会(競走･撃剣･ベースボール･フットボール･マストハンド等〕 琉球教育､４巻35号、ppl66‐１６７

明治3１ 189811 東京より野球用具一式購入

琉球新報、１１１３

明治3１ 189812. 首里署撃剣大会

琉球新報、12.13
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元号

年月

明治3２ 189902.

スポ－ツ史事項
素人角力大会

出典
琉球新報、２．１０

明治3２ 189904. 柔道場開設

琉球新報、４．２７

明治3２ 189907.

琉球教育､５巻47号、

中学校水上運動会

ｐ

明治3２ 189911. 招魂祭の相撲及び撃剣試合中止

琉球新報､1１．５，７，１９

明治3２ 1８９９１２

中学校職員及び生徒慶良間にて鹿狩り

琉球教育､５巻47号、ｐ216

明治3３ 1900

師範学校志保田教諭による職員生徒への庭球指導

琉球教育､７巻61号、ｐ3４

明治3３ 190004. 識名馬場にて相撲

琉球新報、４．１９

明治3３ 190005.

中学校陸上大運動会(競走･撃剣･ベースボール･フットボール･マストハンド等） 琉球教育､６巻53号、ｐｌｌ２

明治3３ 190006.

中学校水泳波之上上海岸にて練習開始

琉球教育､６巻54号、ｐｌ４６

明治3４ 190102. 通堂素人角力大会

琉球新報、２．１９，２１

明治3４ 190105. 湊蔵吉体操唱歌の夏季講習会設置を訴える

琉球教育、７巻62号、pp5ル5３

明治3４ 190106. 奥武山公園開き奥武山一周爬竜船競争

琉球新報、６．１９

明治3４ 190107. 一中水上運動会

琉球新報、７．１５

明治3４ 190108. 小澤卯之「薙刀体操の解説」琉球教育に転用掲戦

琉球教育､７巻65号、ppl79‐184

明治3４ 190109. 土地整理局懇親会の余興に撃剣と相撲

琉球新報､9.11

明治3４ 190110. 新垣牛一「普通体操の価値」を琉球教育に投稿

琉球教育､７巻69号、pp360‐363

明治3５ 190202. 潟原にて那覇普天間往復遠距離競走

琉球新報、２．２５，２７：３．１，５，１１

明治3５ 190205. 大日本武徳会沖縄地方委員会発足

琉球新報、５２１

明治3５ 190205. 波之上祭余興に相撲･弓･競馬

琉球新報、５．１９

明治3５ 190206. 中学校運動会

琉球新報、６．９

明治3５ 190207. 中学校水上運動会

琉球新報、７１５

明治3５ 190209.

原山勝負余興に角力

琉球新報、９．５

明治3５ 190211.

師範「龍邇」創刊祝賀運動会

琉球新報、11.17

明治3５ 190212. 与座・座波の競馬会

琉球新報、１２．９

明治3６ 1９０３０２ 沖縄中学対米国水兵チームとの野球試合

琉球新報、２．２７，３．３

明治3６ 190302. 紀元節奉祝競馬会

琉球新報、２．１３

明治3６ 190304.

琉球新報、４．３

エッキス倶楽部対少年倶楽部野球試合

明治3６ 190305. 糸満・奥武・大嶺爬竜船競漕

琉球新報、５．２９

明治3６ 190305. 波之上祭余興に相撲・競馬

琉球新報、５．１９

明治3６ 190306. 体育会対汀良倶楽部野球試合

琉球新報、６．５

明治3６ 190306. 明治橋開通式余興に爬竜船・相撲・競馬

琉球新報、６１

明治3６ 190307. 原山勝負余興に競馬・舟競漕・相撲等

琉球新報、７．３

－４７３－
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元号

スポ－ツ史事項

年月

出典

明治3６ 190307. 通行妨害の記事がみられるほど小学校に野球が普及

琉球新報、７．３

明治3６ 190311. 学校運動場開放の動き

琉球新報、１１．２５，１２．１

明治3６ 190311. 中学校運動会で二百・六百米徒歩競走に身長制採用(棒高跳）

琉球教育､９巻90号、pp385‐389

明治3７ 190301. 沖縄体育会発会式と競技会

琉球新報、１．１１，１３

明治3７ 190402. 具志川高小と中城高小の野球試合

琉球新報、２．２１

明治3７ 190402.

琉球新報、２．２７

師範対中学校ローンテニス試合

明治3７ 190406. 漫湖にて那覇爬竜船競漕

琉球新報、６．１７

明治3７ 190407. 射繋会発会式

琉球新報、６．７

明治3７ 190407.

琉球新報、７」５

中学校水上運動会

明治3７ 190407. 第１回宮古青年会にて撃剣・空手会

宮古体育スポーツ史、ｐ5９

明治3７ 1９０４０８ 大中・赤田にて綱引き

琉球新報、８．９

明治3７ 190411

中学校撃剣大会

琉球新報、１１．１

明治3８ 1905

師範学校空手採用

沖縄教育、Ｍ41,ｐ3３

明治3８ 190501. 師範対中学校庭球会

琉球新報、１．１１

明治3８ 1９０５０２ 紀元節中学校野球試合

琉球新報、２．１３

明治3８ 190503. 北条侍従歓迎運動会にて薙刀と空手披露

琉球新報、３．９

明治3８ 190505. 那覇爬竜船競漕

琉球新報、５．２７

明治3８ 190506.

中学校撃剣大会

琉球新報、６」９

明治3８ 190507.

波之上海岸にて中学校水泳練習会

琉球新報、７．１９

明治3８ 190509.

中学校水上運動会

琉球新報、９．１１

明治3８ 1９０５１０．

師範学校及高等女学校運動会

琉球教育、113号、ｐｌ９７

明治3８ 190510.

師範対中学校庭球会

琉球新報、１０９，１１

明治3８ 1９０５１０． 射撃例会

琉球新報、10.19

明治3８ 190511. 沖縄県下大運動会

琉球新報、１１．１，３，５

明治3８ 1９０５１２． 宮古島新里小にてフットボールが盛ん

宮古体育スポーツ史、ｐ5９

明治3９ 190602.

琉球新報、２」１

紀元節余興潟原にて競馬

琉球新報、2.11,6.15

１９０６
那覇に自転車店開店
明治3９ 190602.

明治3９ 190603.

師範学校で奨励テニス会

琉球新報、３１５

１９０６
明治3９ 190603.

師範撃剣大会

琉球新報、３．２１
琉球新報、４．２２

１９０６１
明治3９ 190604.
奥武公園に器械体操器具据付

明治3９ 190604.

自転車競争会

琉球新報、４．１

1９０
明治3９ 190605.

高等女学校に庭球普及

琉球新報、５．２９

－４７４－
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元号

年月

スポ－ツ史事項

出典

明治3９ 190606.

中学校柔剣道場・尚武館建設

琉球新報、６．２３，９５

明治3９ 190607.

師範対中学校庭球会

琉球新報、７．１３

明治3９ 190607,

第２回宮古青年会にて撃剣・空手・テニス会

宮古体育スポーツ史、ｐ5９

明治3９ 190608. 泉崎青年会の撃剣大会

琉球新報、８．１２

明治3９ 190609. 岡村紫峰「改正体操について」沖縄教育に投稿

沖縄教育、第７号、ｐ３

明治3９ 190609.

琉球新報、９．１４

師範学校水泳会

明治3９ 190609. 首里小学校で教員テニス会

琉球新報、９．８

明治3９ 190609. 養秀・中学連合水上運動会那覇水上警察署前にて

沖縄教育、第９号、ｐ５

明治3９ 1９０６１１

商業・中学・養秀連合運動会

琉球新報、１１２５

明治3９ 1９０６１２．

外間完用「体操科の生理的目的」沖縄教育に論文投稿

沖縄教育、第10号、ｐ４

明治3９ 190612.

師範学校でテニス会

琉球新報、１２．１

明治4０ 190702. 体育会主催自転車競争

琉球新報、２．１５，１９

明治4０ 190702.

琉球新報、２．６

中学校撃剣柔道大会

明治4０ 190703. 最初の長距離走名護兼久馬場にて

琉球新報、３．３１，４．２，５

明治4０ 190705.

琉球新報、５．１，５

波之上祭余興に爬竜船競漕

明治4０ 190707. 宮古島にて福里小校対下地小校の野球試合

宮古体育スポーツ史、ｐ5９

明治4０ 190707. 第２回宮古青年会にて撃剣・空手・柔道・テニス会

宮古体育スポーツ史、ｐ5９

明治4０ 190710.

琉球新報、10.27

島尻郡青年総会余興で柔道剣道空手角力を披露

明治4０ 190711 撃剣有志会の競技会

琉球新報、１１．９，１２

明治4０ 190711. 中学・養秀中学連合運動会

琉球新報、１１１６，２５

明治4０ 1９０７１２

琉球新報、１２」５

商業父兄会で空手撃剣披露

明治4０ 1９０７１２ 武徳会射撃大会

琉球新報、１２．５

明治4１ 1908

－中剣道教師採用

沖縄教育、Ｍ4１ 、ｐ 3３

明治4１ 1908

中学校剣道・柔道選手京都武徳会へ派遣

沖縄教育、Ｍ41,ｐ3３

明治4１ 190802. 師範学校空手奨励会
明治4１ 190802.

琉球新報、２．１０

自転車競争会

琉球新報、２，１０

明治4１ 190803. 商業学校テニス奨励会

琉球新報、３．２１，２４

明治4１ 190804. 高等女学校テニス奨励会

琉球新報、４．１９

明治4１ 190805. 波之上祭余興に競馬

琉球新報、５．１７，１９

明治4１ 190805. 宮古下地小校の運動会に青年の競馬･相撲･綱引きあり

宮古体育スポーツ史、ｐ6０

明治4１ 190806.

琉球新報、６．１

中学校運動会

明治4１ 190806. 中学校撃剣柔道大会

琉球新報、６．２８
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琉球新報、7.29,8.11

明治4１ 190807. 国頭郡青年会運動会
明治4１ 190807.

中学校武徳殿の青年柔剣道大会に選手派遼

琉球新報、７．９

１９０８
明治4１ 190807.

中頭郡青年倶楽部運動会

琉球新報、７．２２

１９０８１９
明治4１ 190809.
師範学校テニス会

琉球新報、９．２９

１９０８１９
明治4１ 190809.
師範学校空手奨励会

琉球新報、２．８，９

１９０８０９．
明治4１ 190809.

師範学校水泳奨励会アカツラ湾にて

１９００９． 青年会が体育に関心を示す
明治4１ 190809.

琉球新報、９．２３
琉球新報、９．２７，２８：10.20

１９０１９
明治4１ 190809.

中学校水上運動会

琉球新報、９」７

１９０ＩＤ
明治4１ 190809.

中頭郡師範同窓会テニス撃剣柔道角力に興じる

琉球新報、９．６

１９０1０． 商業学校テニス会
明治4１ 190810.

琉球新報、１０．４

１９０８１１． 首里青年会総会余興に撃剣柔道披露
明治4１ 190811.

琉球新報、11.15

190811
明治4１ 190811.
商業学校対養秀中学野球試合

琉球新報、１１．２

衿4１１１１５１１
190811.
明治4１

中学校･商業野球試合

琉球新報、１１」７

』０８１１
明治4１ 190811.

中学校運動会

琉球新報、11.26

明治4１ 190812.

中学校撃剣柔道進級試合

琉球新報、12.13

１９０９
明治4２ 190901.
那覇剣道同志会稽古はじめ

琉球新報、１．１７

１９０
明治4２ 190902.
中学校撃剣大会

琉球新報、２．７

１９００２．
明治4２ 190502.

琉球新報、２．６

中学校庭球大会

１９０９
明治4２ 190903.
潟原にて自転車競争

琉球新報、３．２３

１４９０
明治4２ 149003.
高等女学校テニス会

琉球新報、３．２１

１９０
明治4２ 190903.
師範学校撃剣柔道進級試合

琉球新報、３．１８

19091勺
明治4２ 190905.
三校連合庭球大会

沖縄毎日、５．１６

１９０９
明治4２ 190905.
首里那覇中学校野球大会

琉球、５．１５；沖毎、５．１６

１９０９
明治4２ 190905.
波之上祭余興に相撲

琉球新報、５．１８

明治4２ 190906. 高等女学校テニス会

沖縄毎日、６．６

明治4２ 190906.

師範学校水泳会波之上にて

琉球新報、６．１４

１９０Ｉロ
明治4２ 190906.

師範学校創立29回記念柔道空手奨励会

沖縄毎日、６．２４

１９０９１０
明治4２ 190906.

中学校庭球大会

琉球新報、６．９

190０７
明治4２ 190907.
奥武山公園運動場拡張のための水面埋め立て許可される

沖縄毎日、７．１７

明治4２ 190907. 招魂祭に銃剣術披露

琉球新報、７．８

明治4２ 190907. 中学校撃剣柔道大会及武道講習会

沖縄毎日、７．１５，１７

明治4２ 190908. 越来･首里青年会空手棒術撃剣柔道披露

琉新、８．２９；沖毎、８．２２，２９，３１
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明治4２ 190908. 識名馬場にて金城相撲大会

琉球新報、８．３０

明治4２ 190908.

武徳会青年柔剣道大会にて中学選手活躍

琉球新報、８．９

明治4２ 1９０９０９

師範学校水上運動会アカツラ湾にて

琉球新報、９．２３

明治4２ 190909.

中学校水上運動会住吉海岸にて

琉球新報・沖縄毎日、９．２４

明治4２ 190910.

師範学校テニス奨励会

沖縄毎日、１０．６

明治4２ 1９０９１１．

国頭村爬竜船綱引角力大会

琉球新報、１１．５

明治4２ 190911. 首里城内にて天長節相撲大会

琉球新報、lＬ５

明治4２ 1９０９１１．

中学校運動会に幅跳び砲丸投げ加わる

琉球新報、１１．９

明治4２ 190911.

島尻郡勅語記念銃剣術大会

琉球新報、１１５

明治4２ 1９０９１１． 南風原青年会運動会

琉球新報、１１１３

明治4２ 190912. 水産学校撃剣空手大会

琉球新報、12.24

明治4３ 1910

師範学校柔道撃剣大会

龍潭９号、ｐｌ７６

明治4３ 1910

師範学校水泳奨励会

龍邇９号、ｐｌ８８

明治4３ 1９１０

師範学校中学校商業連合庭球大会

龍潭９号、ｐｌ８５

明治4３ 1910

師範学校旅行団講道館にて空手披露

龍邇９号、ｐｌ８３

明治4３ 1９１００２

師範学校テニス奨励会

沖縄毎日、２．１６

明治4３ 191002. 商業学校撃剣大会

沖縄毎日、２．２６

明治4３ 191002.

琉球新報、２」0，１３，１４

中学校撃剣柔道大会

明治4３ 191005. 波之上祭にて大綱引き

琉球新報、５．１９

明治4３ 191007.

琉球新報、７．２４

中頭農学校のテニス会

明治4３ 191008. 宮古青年会の運動会

琉球新報、８．５

明治4３ 191008. 国頭郡青年会の運動会

琉新、８．１１；沖毎、８．５

明治4３ 191008. 大日本武徳会柔剣道大会に中学選手派遣

琉球新報、８．８，１２

明治4３ 191008.

中学校造士館より端艇職人

琉新、沖毎、８．１７

明治4３ 191009.

師範学校第１回水上運動会

琉球新報、９．２３，３０

明治4３ 191009.

中学校水上運動会にてポート競漕

琉球新報、９．２４

明治4３ 1９１０１０．

中学校短艇の歌作られる

琉球新報、10.31

明治4３ 1９１０１０ 宮古松林青年会発会式に運動会

宮古体育スポーツ史、ｐ6０

明治4３ 191011. 首里区天長節祝賀相撲大会

琉球新報、１１．３

明治4３ 19101Ｌ

波之上祭への首里区寄付相撲大会

琉新、１１．３；沖毎、４．１６

明治4３ 191012.

師範学校柔道大会

琉球新報、１２」１

明治4４ 191101. 九州相撲広告・成繍の新聞初掲戦
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明治4４ 191101. 師範学校空手大会

琉球新報、125

明治“ 191101. 中学校柔道大会

琉球新報、１．１２

明治鰹 191103. 師範学校空手と庭球に卒業生の級位を制定

琉球新報、３．２６

明治必 191105. 波之上祭の余興に角力

琉球新報、５．１７

師範学校柔道紅白試合

琉球新報、６．３０

明治4４ 191106.

明治“ 191106. 勝連村役場落成式にて角力

琉球新報、６．４

明治4j４ 191106. 真和志青年会発会式にて角力

琉球新報、６．５

明治4４ 191107.

琉球新報、７．２，８

師範学校水泳大会崎桶川にて

明治4４ 191107. 大日本武徳会柔剣道大会に師範選手派適

琉球新報、７．４

明治4４ 191107. 泊青年会撃剣大会

琉球新報、7.12、沖縄毎日、７．２２

明治“ 191108. 武徳会柔道剣道会

琉球新報、８．２２

明治“ 191109. 師範学校水上運動会

沖縄毎日、９．１３

明治型 191109. 第一中学校水上運動会住吉海岸にて

琉球新報、９１４，１６

明治4４ １９１１０９． 第二中学校水上運動会波之上海岸にて

琉球新報、９．２２

明治“ 1９１１０９ 中学校水上運動会にてポート競漕・600米泳

沖縄毎日、９．２４

明治4４ 1９１１１０． 武徳会射撃会

琉球新報、10.10

明治4４ 1９１１１１． 師範学校柔道大会

琉球新報、11.25

明治4４ 1９１１１１ 第一中学校運動会長距離走加わる

琉球新報、11.13

明治4４ 1９１２０２ 商業学校剣術大会

沖縄毎日、２．２５

明治4４ 191202. 商業学校剣道大会

琉球新報、２．２５

明治4５ 191202. 中城湾停泊中の第一艦隊にて空手指導

琉球新報、２．２１

明治4５ 191205. 国頭郡青年会発会（余興徒歩競走と相撲）

琉球新報、５．２８

明治4５ 191205.

沖縄毎日、５．３，２９

当選祝賀大競馬

明治4５ 191205. 波之上祭（内地相撲）

琉球新報、５．２６

明治4５ 191206. 中等学校水泳講習会（師範・－中・二中・水産参加）

琉球新報、６．２３

明治4５ 191207. 沖縄武徳会則ウ

沖縄毎日、７．３

１９１
水泳教師着任
明治4５ 191207.

沖縄毎日、７．２０

１９１１５
師範学校柔道選手団武徳会に派遣
明治4５ 191208.

沖縄毎日、８．２７

１９１２１０
明治4５ 191210.
師範学校の運動会

沖縄毎日、10.16

１９１２１０
明治4５ 1９１２１０．
中頭農学校運動会

沖縄毎日、10.16,1Ｌ９

１９１
明治4５ 1９１２１１．
高等女学校運動会

沖縄毎日、11.27

1９１１１． 第一中学校運動会
明治4５ 191211.

沖縄毎日、11.13
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Ⅳおわりに

沖縄県内の新聞「琉球新報」のスポーツ記事を
中心に明治期のスポーツ史年表を作成した。創刊
の５年後（明治31年)、中学校の陸上大運動会の
概況を報道してからスポーツに関連する新聞記事
は年を追うごとに次第に増えてくる。この報道記
事の量的拡大は、明治期のスポーツの発展にマス
コミが寄与したことの一部を映しだしているもの
と捉えることが出来、また視点をスポーツの発達

史的側面からみるとスポーツ大衆化への序章が始
まった事と捉えることもできる。新聞記事の不鮮
明な部分もあって年表項目に誤記を残すことを恐
れるが、この年表が次期の体育史研究の前進に役
立つことを願って研究資料として報告した。
最後に本年表作成に当たって沖縄県体育協会史
編纂委員の屋良朝晴氏から多大な御指導と御援助
をいただいた。ここに深甚の感謝を著したい。
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