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スポーツ祭東京2013
第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会
の事務局に携わって
会長 石上 敬久
今年も残り少なくなって参りました。本年は創立

方々、調布市からも大変喜ばれました。

20周年記念式典を始め、ロード、小・中学生交流

本番の国体では、陸上競技で使用する器材の

大会の2大イベントを松村理事長中心に、会員の

交渉を「ニシスポーツ」と、競技場内外で使用する

皆様のご協力により、無事、盛大に開催すること

机・椅子・看板等に至るあらゆる必要物品の交渉

が出来、各方面より感謝と称賛の声が届いており

を「清水オクト」と行う際に立会い、数と調整を徹底

ます。幹部の皆様、ご苦労様でございました。1ク

して行い無駄が出ないようアドバイスを行ってまい

ラブでここまでやれたのも会員の皆様のクラブに

りました。

対する愛情の表れだと思います。

競技役員が大会で着用した‘帽子’‘ウインドブ

さて、私は昨年4月1日より本年10月31日まで、1

レザー’のデザイン、業者との交渉・決定も全て私

年７ヶ月、国体開催市の調布市役所内の「国体推

が行いました。結果、相当の経費節約に貢献出

進室」に東京陸協から派遣され勤務致しました。

来たと喜ばれました。

東京陸協と日本陸連との調整・パイプ役が主たる

陸上競技開催までのあらゆる競技に関する仕事

業務でしたが、調布市は陸上競技に関しては全く

を、私を含めたった４人で行い、色々な面で大変

の不毛の地で、これまで調布市と体育協会主催

苦労しましたが、逆に大変勉強になりました。今か

のロードレース・駅伝等が開催されましたが、調布

ら反省しますと色々とああすれば良かった、こうす

市陸協としては、人数も少なく高齢化のため近隣

れば良かったなと思う事が多々ありますが、大会

の審判員の協力を得ての審判派遣がやっとの状

の大成功の評価を頂き、無事終了できたことで微

況でした。その為に市民に対する国体の前の普

力ですが貢献できたと思います。そして東京選手

及啓発事業の企画・実施もお願いされました。

団が陸上競技において男女とも優勝できたことが

普及活動については、Ｍ・アカデミーで行って
いる大会が大変参考になり、ミズノ、モンテロー

仕事に携わった関係者の一人として何よりの励み
となりました。

ザ、エアラン東京の協力を頂き、さらに東京陸協

この仕事をやり遂げることが出来たのも、これま

普及部の支援も得て、２４年１２月「小学生陸上体

でアカデミーを通してお付き合い頂いた諸先輩、

験教室」を開催。本年２月には味スタ西競技場に

東京マラソン事務局、陸連総務時代にお世話に

て「調布市陸上競技カーニバル」を開催、中学生

なった方々のご協力ご支援の賜物と感謝の念に

記録会にはマラソンの谷口氏、中高年のジョギン

絶えません。Ｍ・アカデミーに所属していたからこ

グ指導をエアラン東京の皆さんに、そしてメインは

そと、改めて皆様に感謝申し上げる次第です。一

ミズノ所属の室伏兄弟、末續、市川、石塚選手等

応一区切りが着きましたので、これからはＭ・アカ

８人のトップアスリートを迎え、模範演技を目の前

デミーの発展の為に皆さんと共に頑張って行きた

で行っ て頂き、大盛況の中で 終了でき市民の

いと思います。
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理事会を開催
第２回 理事会
日 時 平成２５年１１月１日（金）

審議決定事項
１. 平成２５年度事業の日程と実施内容

午後６時より

①４月１３日（日） 第４回スポーツの森ロードレース

場 所 東京陸上競技協会

新たに中学生部門 ３キロを行う。

４階会議室にて

キッズランは継続実施

出席者 １０名

ネット受付は１２月１日より

議 長 松村理事長

パンフレットによるプロモーションは１月より
②６月２２日（日） 第１９回小・中学生陸上競技大会

会長あいさつ

③箱根復路試走：本年度実施を２５年度に延期する
６区：5月11日前泊、７区：7月13日、8区：９月

石上会長より、
東京国体を成功裏に終えて

2. 総会の日程と準備

瀬戸副会長より

３月２２日（土） 大森西友バンケットホール予定

全国障害者スポーツ大会に

各部１月末を目処に報告書・計画書を提出

千葉県総監督の任を果して

次期理事候補者の推薦も行う
３．新たにＷｅｂサイトを構築する。

ジュニア陸上教室だより
今年のトラック・フィールドも、例年通り板
橋区の第17回板橋少年少女陸上競技大会で幕と
なる予定です。
アカデミーＪｒのメンバーは、今年のいろい
ろな大会に参加され思い出が数多く生まれ、反
省しながら次のシーズンに決意を新たにしてい
ることと思います。コーチとしてもメンバーに
対して出来るだけの事をしたいと思いながら、
シーズンが終わりに近づくと、これで良かった
のだろうかと改めて感じているところもあるの
が正直な所です。
今年も、8月25日（日）～8月26日（月）の２
日間、富士見高原での合宿はよい思い出になっ
たことと望んでおります。男子２名、女子３名
の参加でしたが、天候に恵まれ予定通りの練習
が出来たと思います。コーチが２名だけと少な
く、これが今後の課題です。但し、今年参加し
たメンバーはいつもより人の面倒を見るのが好
きな人が多かったと思いました。

ジュニア育成部
11月4日（月）板橋区の大会後は、中・長距離
の練習が中心となりますが、従来どおり天候に
恵まれた時は、走幅も実施したいと思います。
今年は特に天候不順で、雨で、高温で練習会
を中止にすることがたびたびありました。今後
も天候不順が続く予感がありますが、天気のよ
い日はグランドで、ロードで練習をしっかり行
い、来るシーズンにより以上の記録が出るよう
に望んでおります。又、コーチ陣につきまして
も練習をしっかりサポートするために、指導有
資格者の多くの人のボランティア参加を望んで
います。
但し、我々と異なり成長過程にある小・中学
生は、毎日が新たな経験になり、思い出として
いきいきと記憶される年令と思いますので、我
々は若い人の心のページを作る気持ちを持って
、その心で御指導お願い致します。
以上
ドも、例年通り板橋区の第17回板橋少年少女
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第17回 板橋少年少女陸上競技大会

大会は11月 4日高島平の新河岸陸上
競技場で行われ、アカデミージュニア
からは6名の選手が参加しました。多く
のクラブチームが参加するレベルの高
い大会です。
当日は雨が降りしきる中、頑張って
競技に参加し、3人が入賞しました。
「おめでとう」拍手を送りたいと思い
ます。
来シーズンも頑張りましょう。
走幅跳 2 位 ジュリアさん

参加者記録
（敬称略）
烏山 大裕
100ｍ
14秒7
800ｍ 2分58秒8
林 久美子
60ｍ
走幅跳

9秒8
3m07

セッタルンド ジュリア
60ｍ
9秒9
走幅跳
3ｍ43

６０m 3 位 和田さん

和田 笑颯
60ｍ
走幅跳
海
80H
走幅跳

9秒3
3ｍ21

第2位

第3位

光永

16秒0
3ｍ16

河本 彩音
800ｍ 2分44秒8

８００m 3 位 河本さん

3
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11年目を迎えた小学生ランニング教室 石堀 和雄（水戸）

始まりは一人の小学5年生が、走友会の日曜練

を超える児童が参加しています。参加料は無料で

習に参加したこと。その後、私の娘たちや友達が

すが、年間1人800円のスポーツ安全保険料のみ

数人参加するようになり、2年間は地元の石川小

負担いただいています。

学校の3年生以上を対象に、3年目からは全校生

走る場所は1周400ｍの楕円形の屋根付き回廊

徒に案内文書を配布。練習時間も走友会の朝練

と芝生広場です。回廊内側には中世ヨーロッパ風

習が終わって7時からの1時間に変更したところ、

の円形ドーム型図書館（写真背景）が併設されて

口コミもあり年々参加者が増え、昨年度は60人、

おり、映画のロケで使用されました。少しずつ練習

今年度も57人の申込みがありました。全校児童が

内容も充実してきました。 以上前号と同じ。

600人足らずなので約1割にあたります。毎週30人

（練習メニューは前号参照）

前号よりの続き：

練習の成果を発揮する場とし

たちが主役のイベントになりました。また奉仕活動

て、11月に実施される小学校の持久走大会を最

として「いつも走る場所をきれいに」という趣旨で、

大の目標にしています。

図書館周辺の草取り、ゴミ拾いなどの環境整備を

距離は、800ｍ（1,2年生）、1,100m(3,4年生)、

親子一緒に行っています。

1,300m(5,6年生)です。学校では1～3位、入賞（4

水戸石川走友会は昭和62年、先に紹介した市

～10位）、努力賞（11位～）です。全員に贈ります

民運動会のロードレースに参加した人たちが立ち

ので子供たちにはとても喜ばれています。

上げました。地域で誕生したクラブの役割として、

10月に行われる石川地区の市民運動会には、

小学生のランニング教室という形で地域貢献を果

ロードレースがあり、1年生以上なら誰でも参加す

たしているのではないかとも考えています。

ることが出来ます。小学校の校庭に戻ってくると地

この教室は陸上競技専門のクラブではありませ

域の皆さんの大きな声援に包まれますので、みん

ん。走ることを通して子供も大人も、下級生も上級

な大張りきりです。我々走友会のメンバーも出場し

生も一緒に楽しい時間を共有することが最大の目

ています。

的です。将来、陸上競技に進まなくても、この教

8月には家族レクリエーションとしてバーベ

室がきっかけで走ることが好きになり、子供たちが

キューを企画しています。もともと走友会の行事と

大人になった時に生活の一部にランニングが定

して行っていたものですが、今ではすっかり子供

着してくれることを切に願っています。
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M・アカデミー 皇居タイム申告レース（第10回）
標記レースも本年で第10回を数えるこ
ととなりました。9月14日（土）、例年どお
り皇居・竹橋、和気清麻呂像前をスター
ト・ゴールに行われました。決勝計時
は、大岩根さんに担って頂きました。
結果は以下のとおりです。
①タイム申告レース
順位

氏 名

タイム差

1位

松村 定志

31秒

2位

山本 英夫

35秒

3位

瀬戸 邦宏

37秒

②タイムレース
順位

のんびり、なごやかなスタート前

氏 名

記録

1位

山本 英夫

26分25秒

2位

松村 定志

26分31秒

3位

瀬戸 邦宏

29分33秒

4位

佐藤 誠一郎 31分57秒

5位

平尾 敏

41分26秒

6位

大河内 暹

52分10秒

当日は、好天に恵まれ少ない参加者でしたが和気あ
いあいと楽しみました。
1年に1度の会員主体のレースですが、会員以外の参
加も可としています。来年はお誘い会わせのうえお気軽
にご参加下さい。賞状と賞品も用意しております。

練習会情報
毎月 第2土曜日
皇居（竹橋）
和気清麻呂像前集合
開始14：00
終了後懇親会

毎月 第4土曜日
多摩川緑地（京急六郷土手）
開始13：30
（ジュニア陸上教室終了後）
多くの会員の参加をお待ちして
います。普及部
皇居での練習会、和気清麻呂像前にて
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スポーツ祭東京2013 ありがとう

副会長 瀬戸 邦宏

９月、２０２０年オリンピック、パラリンピック開催地

千葉県選手の活躍は今年も頑張ってくれまし

が東京に決定し、プレゼンテーターの滝川クリス

た。団体チームは関東地区予選を突破出来た知

テルさんの「お・も・て・な・し」とパラリンピアンの佐

的障害者のバレーチームだけでしたが東京都に

藤真海さんが話題にもなり、日本スポーツ界の将

敗れて準優勝でした。個人種目のメダル獲得で

来が大きく変わることが期待される中、スポーツ祭

は、金メダルが東京都に次ぐ２位と健闘し過去最

東京２０１３が第６８回国民体育大会（陸上競技は

高の成績となりました。その中で身体障害の選手

１０月４日～１０月４日）・第１３回全国障害者ス

の成績は、参加種目の７割以上の競技で金メダル

ポーツ大会（１０月１２日～１０月１４日）として開催

を獲得することが出来、強化練習会でのレベル

されました。

アップが実ったのでは

M・アカデミーの仲間

ないかと考えておりま

が陸上競技の審判でど

すが、来年の長崎大

なたかいらっしゃらない

会での成績が心配で

かと探しましたが、石上

す。

会長が東陸の総務員と

本大会で の食事は

して報道関係受付の業

午前５時からで、ホテ

務を行っておりました。

ルを６時頃には出発し

ま た、 齋藤文彦 さん が

７時３０分には競技場

全国障害者スポーツ大

入り、夕食は午後９時

会最終日にボランティア
活動を行っていらっしゃいました。

千葉県選手団 行進前に集合

頃になるのは毎年同
じですが、本年の東京の「お・も・

私は全国障害者スポーツ大会千葉県選手団身

て・な・し」は身体障害者、特に車椅子の競技者に

体障害者担当総監督として、１０月１１日から１５日

はキツイものがありました。駐車場の敷物が凸凹

まで５日間の日程参加しました。全国障害者ス

の大きい滑り止めのものでした。移動コースが狭く

ポーツ大会では開会式前日が公式競技の練習日

長い、ホテルは大きく立派でしたが絨毯厚く移動

になっており、選手団は１０月１０日から東京都か

距離が長い、そして夕食はナイフとフォークの洋

ら指定された宿泊施設に入るのが普通です。千

式でした。２０２０年のパラリンピックはこんなことは

葉県と千葉市の選手団になりますが、千葉市は

ないでしょうと、皆で話して帰ってきました。

１０日から東京に入りましたが、千葉県は経費節

１３日（日）大岩根浩一さんが味スタに訪ねてく

約で１１日の公式練習日に練習を終えてホテル

れ、障害者の競技を見て頂き、頑張ってと云われ

ニューオオタニに入りました。各選手団には各競

たが、取り巻く環境も年々変わっております。走

技ごとに東京都の職員が協力者として支援して頂

る、審判活動、障害者支援など、老い共にいつ辞

きましたが、千葉都民の方も多く、責任者の方は

めることになるのか、いつも考えながらもう少しと思

水道局のサービス業務担当の方でした。学生ボラ

い続けているのが実情です。

ンティアは法政大学の方々でした。
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会員の大会参加記録 （2013.8.25～11.17）
今後は、自己申告制としますので、記録は（できれば写真を添えて）広報・記録部へご連絡下さい。
開催日
2013.11.17

大会名

種目

氏名

ｸﾞﾛｽ･ﾀｲﾑ

第３回神戸マラソン

フル

平尾 敏

6：51：00

ハーフ

柴崎 良雄

2：04：13

2：03：31

山本 英夫

2：14：09

2：13：25

森藤 博之

2：23：17

長沼 秋男

2：17：35

戸田マラソン2013

2013.11.16

第２回蓮田マラソン

10km

長沼 秋男

59：12

2013.11.02

皇居ＳＫＯＴＴ駅伝

5km

梨子田 伸也

20：26

長澤 卓美

22：38

岡村 佐知子

24：00

大岩根 浩一

24：42

2013.10.27

ﾈｯﾄ･ﾀｲﾑ

福生健康マラソン

10km

佐藤 誠一郎

1：03：42

大阪マラソン2013

フル

平尾 敏

6：57：02

6：48：09

ハーフ

相模 義夫

2：08：50

2：03：53

森藤 博之

2：29：15

2：24：42

柴崎 良雄

2：12：35

2：07：31

第19回手賀沼マラソン

2013上州太田スバルマラソン

5km

小野澤 光雄

35：58

2013.10.20

第42回タートルマラソン

10km

小熊 洋悦

1：05：08

2013.10.13

第22回流山ロードレース

10km

長澤 卓美

48：22

2013.09.29

2013越後湯沢秋桜ハーフ

ハーフ

柴崎 良雄

2：13：07

第1回信州駒ヶ根ハーフ

5km

小野澤 光雄

37:27

2013.09.15

第27回田沢湖マラソン

20km

長澤 卓美

1:41:12

2013.09.08

第3回草津温泉熱湯マラソン

6ｋ

小野澤 光雄

45：08

2013.08.25

第56回デサント藤原湖マラソン

15km

鶴岡 秀雄

1：59：26

第33回山日ＹＢＳ富士吉田火祭りロー
ドレース

10km

秦野 光雄

1：11：08

神戸マラソン ハーバーランドコース上
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2：12：56

戸田ハーフマラソン スタート前

第４回 スポーツの森ロードレース 大会要項

1.

主

催

Ｍ・アカデミー

2.

後

援

東京陸上競技協会

大田区陸上競技協会

大田区体育協会

品川区教育委員会

3.

特別 協賛

ミズノ

4.

協

大井警察署

5.

開 催 日

平成２６年 ４月１３日（日）

6.

会

大井陸上競技場

7.

コ ー ス

8.

種

力

場

大井消防署

（株）日比谷アメニス： 競技場指定管理者

大井陸上競技場をスタート・ゴールとする周回コース

目
種 目

部 門

3キロ

1部

部 門 名

スタート時間

中学男子、女子

9時00分

一般男子（中学～45歳未満）
5キロ

1部

一般女子（中学～45歳未満）

9時20分

壮年男子（45歳以上）
壮年女子（45歳以上）
一般女子（高校～45歳未満）
10キロ

1部

壮年女子（45歳以上）

10時00分

壮年男子（45歳以上）
2部

一般男子（高校～45歳未満）
５キロ：５０分、

11時30分

9.

制限 時間

３キロ：３０分、

１０キロ：１時間４０分

10.

募集 人数

２，０００名 （3ｷﾛ 300名、 5ｷﾛ 500名、 10ｷﾛ 1,200名）

11.

参加 資格

・健康な方で、出場する部門の距離を完走できる方
・所定の申込方法により申込み、参加料を納入された方
・18歳未満の方は、保護者の同意が必要です。

12.

表

彰

各部門共通

1位～3位 賞状とメダル
4位～8位 賞状

13.

参 加 料

３キロ：１，０００円、

５キロ：２，０００円、

14.

申込 方法

ＲＵＮＴＥＳ

15.

申込 期間

平成25年12月1日（土）～平成26年3月12日

１０キロ：２，８００円

郵便振替

【編集後記】
M・アカデミーの会員の皆様にとって唯一接点を持っているのがこの「会報」になります。前号（79号）は平尾が、今
回（80号）は山本さんに作成して貰いました。殆どの会員の皆さんは何らかの形で他に仕事を持っていますので、
お互いに助け合って進めていくことが必要です。M・アカデミーの活動全般も同じようなことが言えます。一人でも
多くのお手伝いで会の運営を推進していきたいと思います。（平尾敏）
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