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第 5 回スポーツの森ロードレース大会を終えて

ハイレベルのレースになりました：5km 一般男子

M・アカデミー会長 石上 敬久
会員の皆様、先ずはご苦労様でした。大会は小春日和の快晴の下で開催出来て、予期せぬ交通機関
のアクシデントがありましたが、大きなトラブルもなく無事に終了できました。会員の皆様のご協力ご支
援のお蔭と感謝申し上げます。
今大会は、親子ラン・小学生の部や 100ｍ記録会など新しい企画を取り入れ、大会の競技運営そのも
のには満足しております。しかし会員各位の募集活動の努力にも関わらず、5ｋ、10ｋの参加者の減少傾向
を止めることは出来ませんでした。結果として参加料収入が大きく減少する中、相対的にプロモーショ
ン費用と参加者費用が増加したため、財政的にたいへん厳しい大会となりました。
昨今、マラソン大会にも環境の変化が生じて参りました。東京マラソン・横浜マラソン・板橋ロード等々、
行政の絡んだ大会は順調に参加者が伸びていますが、一部の大会は参加者の減少傾向が現れていま
す。
次回の大会開催のためには、上記の環境変化を踏まえてさらに我々の大会の実態を検証してそれに
即した大会運営をしていかねばなりません。小・中学生陸上競技交流大会の継続のため始めたロードレ
ース大会もこのままでは意味がありません。大会開催には抜本的な対策が必要と痛感しております。
私は、単独のクラブでこれだけの大会を開催していることに、意義と誇りを感じています。スポンサー
の方々にも趣旨をご理解いただき多大なご支援を頂いております。会員の皆様には、継続開催に向け
てさらにお力添え下さいますようお願いする次第です。
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第5回

スポーツの森ロードレース大会報告
“おかげさまで 5 周年”は笑顔で開催しました

平尾

敏

2011 年にスタートしたスポーツの森ロードレース大会は今年で 5 回目を迎えました。
前日準備も回を重ねる度にスムーズな作業となり短時間で完了
し、当日のランナーを待つだけとなりました。大会当日は、絶好の天候
となりましたが、JR 山手線の突然の線路設備事故により主要路線（山
手線・京浜東北線）が運行停止となり審判とランナーの足を奪うとい
う大混乱を招くこととなりました。ひとりでも多くのランナーに参加
してもらうために急遽プログラムを 30 分延長して実施しました。ぎ
りぎり間に合ったランナーも多く、機敏な対応に多くのランナーから
感謝されました。大会本番は大きなトラブルもなく無事に終了するこ
最年少は 2 歳からの親子ラン

とができました。

スポーツの森ロードレース大会では区切りの記念イベントとして 100ｍ記録会を実施しました。参加者は 29 人でし
た。8 歳の小学生から 58 歳まで健脚を競いました。9 歳と 43 歳の親子対決はお父さんが 2 秒差で面目を保つという
微笑ましい光景も見られました。参加された皆さんは一様に満足され、次回開催の希望も多く寄せられました。

気持ちは桐生選手かウサインボルトか・・・10 秒の壁に挑戦！

これまでの大会で述べ約 5,000 人のランナーにお越しいただきました。5 回連続の参加者は 32 人、記念品を贈呈しま
した。また、参加者の皆さんに広く謝意を示す意味から各組に飛び賞を設けミズノからご提供いただいたソックスをお贈
りしました。
副題にある「東日本大震災支援」から、「走る喜びを実感しよう」と Run×10（ランバイテン：1 キロ 10 円の募金）を実施
していますが今回は 18,625 円の義捐金をいただくことができまし
た。同時に未使用 T シャツの持ち込みの善意をいただき、スポーツ
の森ロードレース大会の恒例企画として定着してきました。これから
も東日本大震災に限らず幅広く支援をしていきたいと思います。大
会にご協賛いただいたたくさんのスポンサー様に御礼を申し上げ
ます。 来年からは 10 周年を目指し、より進化していきたいと思い
ます。引き続きご支援とご協力をお願いいたします。
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第 22 回定期総会が開催されました
広報部長 森藤 博之
Ｍ・アカデミーの第 22 回定期総会が 3 月 21 日(土)ＰＭ4：00 から大森の西友バンケットホ－ルで開催されました。
冒頭会長挨拶では

①当アカデミーの高齢化の問題

②会員の増員要請

③練習会等の課題について発言があ

りました。
議長に塚本理事が選任され議案審議に入りました。
第一号議案・2014 年度の活動報告については、松村理事長より ロードレース、小中大会、マラニックが予定どおり
開催された事と、会報発行についてなど総括して報告がありました。
第二号議案・2014 年度の決算報告については。山本会計担当より、会費の収入減をその他の大会協力費や寄付
金等でカバー出来た事。またロードレース大会は予算を上回り収入を確保出来て小中大会の赤字を賄ったたこと、
支出では大井競技場の物置代の臨時支出はあつたが全体では前期を上回る繰越金を残せたと詳細報告がありま
した。
第三号議案の 2015 年の活動計画については、各部担当部長より報告がされました。
松村総務部長より、恒例の夏合宿(富士見高原スポーツセンター)開催日が当初計画より 1 週間遅れの 8 月 15 日
(土)16 日(日)17 日(月)に変更された事との報告と参加依頼がありました。
森藤広報部長より、昨年度は広報の発行が年 2 回しか出来なかった事、今年は計画どおり発行するとの報告があ
り、会報への寄稿依頼がありました。
平尾普及部長より、スロージョキング講習会(認知症防止)を有料で実施したい、開催は①八潮都営住宅②調布河
川敷の 2 か所で計画している、また箱根駅伝の残りの区間 9 区は 5 月、10 区は 7 月に予定、日にちは皆さんの都合
に合わせて行うとの事。マラニックも 10～11 月に行いたい旨の報告がありました。
鈴木審判養成部長に代わって(鈴木部長欠席のため)、石上さんより 14 年度活動と変わるところはない旨の報告
がありました。
大河内ジュニア育成部長より、夏合宿の日にちが変更されたので小学生の参加に影響があるかもとの事でした
が日にちは変えられないので了解致しましたとの事。
第四号議案・15 年度の予算案については、山本会計担当より説明がありました。
議案は、監事の監査報告を経て全て承認・決定されました。
別途、ロードレース大会の参加者が減で収支は非常に厳しい状況であるとの報告がありました。
総会終了後、引き続いて恒例の懇親会が開催されました。佐々木名誉会長より M・アカデミーの設立のお話とクラ
ブを永遠に続けてほしい旨の挨拶がありました。

以上
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2015 １･18

サンスポ千葉マリンマラソン大会＆新年会参加者（敬称略）
会員 No 322 長澤卓美

サンスポマラソンは昭和 51 年に千葉開府 850 年を記念してスタートし、39 回目を迎える由緒ある大会です。又、
我々Ｍ・アカデミーの誕生もこの大会をきっかけと聞いております。私個人の参加は平成 2 年 1 月（この年から 11 月
から 1 月に変更）から 16 回目の参加です。その間故障・雪等で走る事が出来ない時も有りました。10ｋｍ5 回・ハーフ
11 回となりました。この大会の特徴は参加者が多く、公認レースの陸連登録者のハーフの部は 5 分前に出発するこ
とと、あります様に種目別スタートが違います。ゴールは同じです。それぞれの種目でスタートしますが、ハーフは１
万人以上の参加者がおります

のでスタート音は聞こえ

ません。動きだし、高所作業車

の作業台に乗ったスター

ター小出監督・高橋尚子さんが

居る箇所がスタートライ

ンです。スタートライン通過に

今回も 1 分 23 秒を要した

ようです。私はスタート地点で

ストップウオッチをスター

トさせました。10km 迄 49 分、5

分/km 走ペースだと 1 分

の貯金有、帰りの海岸沿いで

は時には風速 15m/秒以

上の厳しい向かい風と闘いな

がら公園に入り、風とは

縁が無く走りやすいが小さな

曲りが多く、疲れを倍増

してくれそうな公園では我慢比べの走りでした。ここで 1 分の貯金が無くなり 45 秒オーバーでした。残り 4km、強
風に付 5 分 30 秒/km と切り替え、気楽に走る事にしました。結果ネット 1 時間 46 分 31 秒ゴール、昨年と比べ 4 分数
秒速くなりました。満足な走りではありませんでしたが加齢と闘いながらのレースに付納得せざるを得ません（後
で確認 70~74 歳の部 2/79）!!

10km に参加した田中・瀬戸さんはすでに帰り支度、田中さんは用事があるとの事

で先に帰られていました。川原さんは私よりちょっと遅くゴールし、一緒に着替え新年会会場へと急ぎました。すで
に小池さんは来ていました。13 時 30 分、予定より早く、鶴岡さんを待たず開宴となりました。新年会は「幕張食クラ
ブ」にて 13 時 30 分から 16 時頃まで、例年の如く、各個人の抱負・目標等で盛会となりました。三浦さん毎回の幹事
有難うございます。来年も是非参加させて頂きます。帰られた田中・秦野さん来年は一緒に語らいましょう！！
（参加者の写真は左から三浦幹事・長澤・小池・松村・大河内・瀬戸・川原・鶴岡・森藤の９名）

20 年の重み
会員 No.313 渡邉 實
若い頃から走ることが好きでよく走っておりましたが、スピードのない事から短い距離よ
り長いのを走る方が好きで粘りの走りでした。これを綴るに思い出深い一走は、県国体予
選大会に於いて郷里（秋田）の大先輩 山田敬蔵さんと 10,000ｍを一緒に走った事です。定
年後に再就職してから会員の皆様にお逢い出来るようになりました。その機会をお世話し
て下さいましたのが石上・現会長でした。石上さんからクラブ創成より声をかけて戴き、西
も東もわからないまゝ会報創刊号（1993.4.1）以来会員の皆様の仲間として我武者羅に行動
しました。クラブ入会から大変でした。
多士多才な方が多く、助けて貰いながら交流を深めていくことで歳月を過ごす事が出来ましたのは本当に幸せ
者でした。60 歳にして汗流して走ることが出来なくなる身体的障害が発生し、無理が出来ない心臓疾患（洞機能不
全症候群）となりました。長時間の走力維持や継続が出来ない有様なので、走ることを泣く泣くあきらめました。
皆様と共に過ごしたいと、習得した審判資格で、陸上競技やマラソン競技等に携わりながら、クラブの諸行事に
参加させて戴き共に過ごす事が出来ました。クラブと共に年月を重ねることが出来て本当に心から感謝していま
す。会員皆様と M・アカデミークラブの益々の発展を祈念いたします。
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東京マラソン夫婦で完走
会員 No70 佐々木高信
2015 年 2 月 22 日東京マラソンに私たちは夫婦で参加しました。今年はテロ警戒のため警備が非常に厳しくなり
スタート地点の都庁ではランナー全員が金属探知ゲートを通過し、雨が降っていたにもかかわらず凶器になるとい
う理由で傘まで没収されるという物々しい雰囲気でした。
家内は初当選でしたが、私は４年連続の当選でしたのでさすがに今年は落選するだろ
うと思い、せめてどれか一つでも参加できればと東京マラソン直近の 2 大会（８日北九州、
１５日熊本城）にもエントリーしたところ見事に全て当選し、結果３週連続フルマラソンを走
ることになりました。本命の東京で昨年のサブ４をもう一度狙っていたのですが、さすが
に疲労が蓄積していたためか 35 ㎞を過ぎた地点で内転筋がつってしまうという過去に
経験したことの無いアクシデントにみまわれ、歩行困難に陥りゴールが遠くなってしまい
ました。ところが、そこに現れた救世主が、39 ㎞地点にいらした審判員の加賀さんでした。
加賀さんから頂いたトマトのおかげで何とか元気を取り戻し再び走り出すことができたの
でした。加賀さん本当にありがとうございました。あのトマト
の美味しかったこと、今でも忘れられません。家内もやはり
加賀さんのトマトパワーを頂き元気が出たそうです。
結果は 25 ㎞地点で約 30 分差のあった家内ともゴールでは 10 分しか差がありませ
んでした。家内はゴール後に「最高の気分で楽しかった」と感想を述べていましたが、
私は疲れ切ってコメントはありませんでした。来年からはもう少しプランを考えようと
思いますが、可能でしたら来年の東京マラソンでリベンジしたいです。
M アカの皆さんは審判員として東京マラソンに参加されていると聞きました。やはり
東京マラソンはすばらしい大会であり、皆さんの陰の力があってこその大会だと思い
ます。ランナーとして心より感謝いたします。残念ながら今年は加賀さんと瀬戸さん以
外の方とはお会いできませんでしたが来年は M アカ審判員の方々の配置図でも作成
し大会で元気な姿でお会いできるのを楽しみにしています。

【大会告知】第２０回小・中学生陸上競技交流大会
日

時 平成２７年６月２１日（日）競技開始９時１５分（予定）雨天決行
競技場の開場は７時３０分（予定）

会
場 都立大井ふ頭中央公園大井陸上競技場
競技種目 小学生 １・２年生 ５０ｍ、走幅跳、
３・４年生

８０ｍ、走幅跳、ソフトボール投

５・６年生 １００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ、走幅跳、
ソフトボール投、４×１００ｍリレー
中学生 （公認）

１００ｍ、２００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、走幅跳、
４×１００ｍリレー
※詳細は M・アカデミーホームページをご参照
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お便り・・・

78 歳で初入院 1 ヵ月
平成 27 年 4 月 8 日 会員 No325 鶴岡 秀雄
皆様、たいへんご無沙汰をしています。3 年前の 5 月に定期健診にて慢性腎炎と診断されまし

た。その後に大学病院で精密検査のため 78 歳で初めて 1 ヵ月入院、腎臓の生体検査をいたしま
した。痛みは皆無でその時点で腎臓病では特効薬はなく投薬を 1 年 6 ヵ月継続しましたが悪化し
て人工透析をせざるを得ませんでした。その期間中は運動を控え徹底した食事療法の指導をい
ただき、専ら塩分と蛋白質を減量、体重を減らす事でした。そして昨年 2 月に人口透析のため 1 ヶ
月再入院しました。入院生活は、味のない食事とベッドにごろ寝の有様、体重は 63ｋが 53ｋに減少しました。運動
は院内の廊下を 1 日 1,000 歩程度歩くだけ、テレビはイヤホン利用でストレスが溜まるばかりでした。
以来人口透析は、週に 3 回（隔日、通院にて）、午前中に正味 4 時間かかります。時短を強く願っています。左手
は透析手術のため茶碗より重いものは持たない・腕時計も着けないよう指導され、体力も運動不足に起因して力
が入らず、特に二・四頭筋と平田筋が減退しました。その為に毎月の練習会を始めロードレース・小中大会などに
参加できず、そのうえ駅の階段の昇り降りも不自由な現状です。甚だ残念で悔しい毎日ですが何時か回復して皆
様と共にイベントに参加出来る日を願望しています。
昨年のアクアラインマラソンは 25ｋ地点（JR 袖ヶ浦駅近く）からゴール地点まで一人で応援ウオークしました。
一昨年の第 1 回大会には JR 袖ヶ浦駅から逆に、途中三井アウトレットやアクアライン口、自衛隊官舎を横目にして
スタート地点まで歩きました。次回はハーフが追加されたので参加したいと思います。M・アカデミーの益々のご
発展と会員皆様のご健勝を祈念いたします。

S 級審判員になることが出来ました

会員 No19 大河内

暹

2015 年 04 月 18 日（土)駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場にて行われた東京陸上競技選手権大会の
会場にて、2015 年Ｓ級審判員昇格者の授与式が行われました。
思い起こせば、20 年前私が陸上競技審判員になろうとしたきっかけは、ちょうどその前の年にＭ．アカデミークラ
ブに入会したことに始まります。

入会した当時理事長だった田中征生先生に進められ、また自分としても、会社の

定年が近づいていて、退職後社会との繋がりを継続していきたいと模索していた事もあって、少し時期は早いと思
いましたが思いきって陸上競技審判員を希望しました。
それまで、長い距離は好きで走っていました。トラック・フィールドの競技に関わったことはわずかで、中学年の時、
学校のグランドで地域の対抗大会に 1,500ｍの選手として走った程度であまりいい記録ではなかったので当時は少
しめげていました。
それでも、この世界に飛び込んで、研修を受けて、陸上競技審判員にどうやらなることが出来ました。それからは、
審判員としてグランドに出るのが楽しみになりこれを続けて来ました。

なんとなく華やいだ雰囲気、頑張っている

選手の姿を見るにつけ、自分も元気がもらえる気がして、これが今も好きです。
過去を振り返った時、ああすれば良かったこうすれば良かったと思うことが多々ありますが、私を陸上競技場で
いろいろ経験させて下さいました、多くの陸上競技協会、特に大田区陸上競技協会、又東京高体連盟陸上競技専門
部第一支部委員会には感謝しております。陸上競技場でお会いしたすべての審判員の方々にも感謝しております。
今後とも、今までの経験を生かしつつ「スピードと感度」を持ってよりいっそうの一瞬の判断を大切にしてお役に立
ちたいと思っております。
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ＭＡ会員の大会参加の記録（2015.01.01～2015.04.19）
開催日
2015.04.19

2015.04.12

大

会

名

第25回かすみがうらマラソン

第5回スポーツの森ロードレース

氏 名

（ 2 0 1 5 . 0 4 . 2 6 現在）
ｸﾞﾛ ｽ ･ﾀｲﾑ

ﾈ ｯﾄ ･ﾀｲﾑ

山本 英夫

5:39:43

5:27:39

富沢 展一

1.43.51

1.42.31

佐藤 誠一郎

1:05:55

総合順位
12141/13509

種目別順位

種 目 名

1116/1346 ﾌﾙ男子60歳以上
10マイル
181/196 10km男子45歳以上

2015.04.05

第15回日立さくらロードレース

石堀 和雄

45:56

45:46

299/3450

43/453 10km男子50歳代

2015.03.29

2015湯河原オレンジマラソン

金井 彰彦

31:01

844/1274

87/178 5km男子60歳以上

2015.03.29

第34回佐倉朝日健康マラソン

長澤 卓美

51:17

51:01

646/3750

13/158 10km市民の部男子60歳以上

相模 義夫

51.29

51.21

664/3750

32/158

〃

2015.03.29

第34回2015多摩ロードレース

秦野 光雄

1:09:28

2015.03.15

横浜マラソン2015

柴崎 良雄

4:59:40

4:47:51

13495/21561

10826/16312 ﾌﾙ男子60才以上

平尾 敏

6:03:32

6:01:46

20291/21561

15479/16312 同上

冨澤 展一

6:20:24

6:02:37

21370/21561

16167/16312 同上

2015.03.08

TAKASAKI CITY 第24回はるな梅マラソン

2015.03.08

第33回鴻巣パンジーマラソン

小野澤 光夫

206/230 10km男子60歳以上

34:39

447/552

177/224 5km一般男子

小熊 洋悦

29:00

28:48

94/159 5km男子50歳以上

2:09:30

241/317 ﾊｰﾌ男子60歳以上

柴崎 良雄

2:09:58

2015.03.01

第33回2015三浦国際市民マラソン

三乗 洋元

58:46

57:06

1413/3313

2015.02.22

2015さいたまシティマラソン

長沼 秋男

2:10:56

2:03:51

6139/8961

319/544 ﾊｰﾌ男子60歳以上

2015.02.15

第49回青梅マラソン

三乗 洋元

3:33:55

3:28:09

8174/????

886/1116 30ｋｍ男子60歳以上

井上 育雄

58:24

58:15

秦野 光雄

1:09:03

1:06:46

1174/2284 10km男子

244/531 10km男子60歳代
181/257 10ｋｍ男子70歳以上

2015.02.11

第44回金沢区ロードレース

柴崎 良雄

58:50

2015.02.01

第46回みさとシティハーフマラソン

正岡 久武

1:55:59

2015.01.25

第63回勝田全国マラソン

石堀 和雄

3:32:06

3:31:20

2309/11808

小熊 洋悦

1:05:48

1:02:26

3737/4847

106/209 10km男子70歳以上

亀井 宏一

2:10:56

164/1044

23ｋｍ男子60歳以上

長沼 秋男

2:30:23

329/1044

〃

富沢 展一

2:32:52

361/1044

〃

柴崎 良雄

2:34:05

380/1044

〃

山本 英夫

2:48:05

558/1044

〃

森藤 博之

2:53:32

635/1044

〃

平尾 敏

1:24:45

1267/1600

小野澤 光夫

38:00

184/185

相模 義夫

23:55
56:59

902/2290

21/82 10km男子70歳以上

2015.01.25

第13回石垣島マラソン

2015.01.25

第43回宮代町新春ロードレース

2015.01.25

第27回我孫子市新春マラソン

103/106 10km男子35歳以上
67/161 ﾊｰﾌ男子60歳以上

68/145

380/2249 ﾌﾙ男子50歳代

10km男子60歳以上
46/47 5km男子60歳以上
6/12 5km男子60歳以上

2015.01.25

第35回館山若潮マラソン

三乗 洋元

58:15

2015.01.18

第39回サンスポ千葉マリンマラソン

長澤 卓美

1:47:53

1:46:31

2267/8489

2/79 ﾊｰﾌ男子70～74歳

川原 義也

1:51:20

1:51:14

2850/8489

4/79 ﾊｰﾌ男子70～74歳

瀬戸 邦宏

1:01:40

1:00:11

1582/2544

12/45 10km男子70～74歳

田中 征生

1:08:27

1:06:56

10/17 10km男子75～79歳

森藤 博之

1:0507

1:04.05

51/82 10km男子65～69歳

小野澤 光夫

32:14

2015.01.18

第25回白岡新春マラソン

2015.01.11

第60回松戸市七草マラソン

正岡 久武

52:08

2015.01.01

第36回小金井元旦ロードレース

齋藤 文彦

1:00:26

30/40 5km男子60歳以上
933/1709 10km一般男子
307/???

44/?? 10km男子60歳以上

いずれもサンスポ千
葉マラソン。左から森
藤・瀬戸・田中・川原・長
澤の 5 名。
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会員往来
新会員紹介（敬称略）
清水 日出男

自宅：千葉市稲毛区
Ａ級 審判員（2005 年取得 風力・監察）

辻

義治

自宅：東京都稲城市
Ａ級 審判員（2010 年取得 風力・競技者）

亀井 宏一

自宅：東京都杉並区
出身：富山県
年令：60 歳
趣味:トライアスロン・テニス・空手
マラソン歴:４年（東京マラソン４時間 38 分）

審判員昇格者（敬称略）
大河内 暹

S 級 審判員（2015 年取得 監察・情報処理）

相模 義夫

S 級 審判員（2015 年取得 マーシャル）

荒井 弘子

A 級 審判員（2014 年取得 監察・写真判定）

蜜石 麻穂

A 級 審判員（2015 年取得 写真判定・跳躍）
ご昇格 おめでとうございます。
永年のお働きに敬意を表すると共に、益々のご活躍をご祈念申し上げます。

新規取得者（敬称略）
佐々木 まゆみ B 級 審判員（2014 年取得 跳躍・写真判定）

東陸便り
東京陸協の役員改選の時期になりました。
・これまで 3 期 6 年にわたり理事を務めました石上会長は 75 歳の年齢になり引退しました。引続き競技部の
特別部員として後輩の指導に当たることになりました。
・会員の福田博光さんが専門委員会競技部の幹事として活躍が期待されています。

編集後記
この度、会員皆様のご協力により M・アカデミー会報第 83 号をお届けすることができました。季節は若葉
や早苗が顔を出す１年で一番過ごしやすい春です、秋の紅葉と違って眩しいばかりの緑です。新会員の皆
さんともども新緑の中での練習会等に積極的にご参加頂ければ幸いです。
さて今年は節目の年で太平洋戦争終結(1945 年)70 年・ベトナム戦争終結(1975 年)40 年・記憶に新しい
日航機墜落事故（1985 年 8 月 16 日）から 30 年と本当に年月の経過は速いものです。我が M・アカデミ
ー主催の小・中学生陸上競技交流大会も節目の 20 回目を迎えます。皆さん、力を合わせて素晴らし大会
にしましょう。最後に会員・斎藤文彦様からは毎回大会参加記録の収集にお力添えいただき厚く御礼申し
上げます。
※82 号で日本体育協会表彰の記事で田中征雄⇒田中征生

広報･記録 部長 森藤博之
おくやみで河合ミチ子⇒川合ミチ子に訂正

致します。大変失礼致しました。お詫びして訂正いたします。
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