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Ｍ・アカデミー第２０回小・中学生陸上競技交流大会を終えて        大会実行委員長 松村定志 

 

M・アカデミー主催の本大会も回を重ねて第 20 回の節目の開催となりました。今回も M・アカデミー会員の協力はも

とより多くの関係機関の方々のご支援をいただき成功裏に開催することができました。 

本大会の第１回大会は多摩川河川敷の大田区民広場を借用して開催しました。ラインカーでトラックのレーン作りから

始めた、正に手作りの大会としてスタートしました。 

今第 20回大会は、761名の選手に参加を頂きました。中学生は東京都大会が重なり参加者が少なく 118 名でした

が、小学生は近隣県のほか静岡市からも参加を頂き過去最高の 643 人になりました。本大会は、全国大会の予選会を

控える都内小学生にとってその前哨戦となり、今では毎年開催を期待される大会の一つとなっています。 

 このように回を追う毎に大会を盛大に行うことができるのは、多くの参加選手、そして選手をご指導されている各

クラブ関係者・保護者の方々のご協力の賜物と厚く感謝申し上げる次第です。そこで節目の今大会の開催にあたり、

毎回多くの選手を送り込んで大会を盛り立てて頂いた「ミウラスポーツクラブ」「バディー陸上クラブ」及び「KMC陸

上クラブ」に感謝状を贈らせていただきました。 

さて大会を振り返りますと本年も雨模様の中での開催となり、前日から雷雨注意報には途中での中断を危惧しまし

たが、雷雨もなく比較的よいコンディションに恵まれました。そんな中で１６個の大会記録と１個の大会タイ記録が生ま

れました。なお、別記 2選手に M・アカデミー名誉会長・佐々木秀幸杯が授与されました。 

 大会に参加された全ての選手の皆さんが、よく走りよく飛びまたよく投げました。そして、１週間後の全国小学生陸

上競技交流大会東京都予選会においては、当大会に参加された選手の中よりベスト８に輝いた選手が多数生れ、全国

大会の切符を手にした選手も誕生しました。 

運営の面においては、今回から記録のシステムを一新し、東京陸上競技協会のシステムを導入しました。途中システ

ムダウンによりトラック競技が中断し記録の発表が遅れるというアクシデントもありましたが、素早い対処により大き

なトラブルとなることなく最終的にはほぼ予定どおりの進行ができました。担当された記録情報員の方々には心より

感謝いたします。今回もこのように競技役員ほか関係者のご協力のもとで競技会を行うことができました。主催者の

一人として心より感謝申し上げます。会員の皆様とは、共に今大会を総括し次回大会に繋げたいと考えています。よろ

しくご協力をお願いいたします。 

《M・アカデミー名誉会長佐々木秀幸杯》 

永井真滉（千代田 AC所属）さん 小学女子 5 年 80ｍH13秒 43 走幅跳 4m26 （いずれも大会新） 

白土茶実（ima kids所属）さん  中学女子 1年走幅跳 5m31cm（小学 5 年から 3年連続大会新） 
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               アカデミーjr通信          ジュニア育成部長 大河内暹 

 

先日、大田スポーツサミット 2015(於大田区民プラザホール）で講演会があり、あの小出義雄氏の「夢．実現への

挑戦」を聞いてきました。 マラソンの資質があまりないと言われていた有森選手が本人の意志でマラソンに転向

して練習を重ねてオリンピックでメダルを取った経過、又、中距離が専門であった高橋選手が本人の意志でマラソ

ンに転向して、金メダルを取りたいと小出監督に訴えてその練習を重ねて実際にメダル取った経過などを、メダル

を取れるための練習をして、夢を実現するため挑戦して実現させたことを当事者としての豊かな経験を面白く又、

さげりなく話されていました。 

 オリンピックでメダルを取るに至らないまでも、アカデミーjr の陸上教室は、参加しているメンバーの夢を実現

するための挑戦を、「普及と育成」と言う主催者側の夢の実現への挑戦と共に毎週土曜日多摩川のグランドで実行

しております。もちろん、メンバーの夢の実現が主であることは言うまでもありません。 

 先の、「Ｍ．アカデミー第 20 回小中学生陸上競技交流大会」及び「第 31 回全国小学生陸上競技交流大会東京都

代表選考会」に参加して練習の成果を発揮しました。大会に参加するだけが教室の目的ではないのですが、大会

に参加することによって、次の目的が生まれて、挑戦につながって行くと期待をしております。これから「大田区ジ

ュニア記録会」「第 16 回キッズコロシアム大会」「大井スポーツの森第 13 回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ」

「大田区秋期陸上競技大会」等が予定されています。これらの大会に参加する選手を見て頂きたいと思います。 

 今年は、佐々木まゆみさんにコーチとして加わって頂いています。共にがんばりましょう。皆さんもよろしくお願

い致します。アカデミーjr も「夢.実現への挑戦」に向け、未来のアスリートのため、真夏の光の中で気持ちを新たに

する次第です。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 以上 

 

 

10 月、11月の日曜日に高尾山マラニックを開催いたします。一人でも多くの方が参加できるよう事前に希望日を 

お聞きいたします。以下の日程で参加できる日をお知らせ下さい。 

◎高尾山集合：午前 8 時頃  ◎距離は 18.5キロ  ◎飲み物・軽食は各自で用意してください 

◎ピクニック+ジョギングが目的ですので登りは歩き、下りは軽いジョギングになります  

◎約 4 時間前後の行程となります  ◎終了後銭湯に入って懇親会となります 

〔ご都合をお知らせ下さい〕・・・最多人数が参加可能な日程で開催します・・・いずれも日曜日（雨天決行です） 

候補日 10/11 10/25 11/1 11/8 ご連絡はメール又は電話で 平尾（080-5077-4350 bin418@gmail.com)   
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普及部からのお知らせ・・・高尾山マラニックの参加者を募ります 



ハワイ島コナマラソン旅行記            会員 No235 冨澤 展一 

               

〔６月２５日：木〕成田空港へ、今回ハワイ島コナマラソン参加の６名 (山本・柴崎・森藤・平尾・長沼・冨澤)全員が出発の１時

間前に集合、ＪＡＬ784 便（成田発２１：０５発）でホノルルに向かって飛び立った。機内ではビデオ鑑賞・音楽を聴く人・ワイン・

ビールを飲む人それぞれで、飛行機は日付変更線を順調に越えハワイ時間午前 9：45 分ホノルル空港へ到着、空港から２

日間宿泊するワイキキ近くのホテルへタクシーで向かった。 

ホノルル一日目〔６月２５日：木〕 ホテルチェックイン後パールハーバーへ。よく写真で見る記念館は沈没した戦艦アリゾ

ナの上に造られているためボートで行くのだが、その前に２０分ほどの映画を見せられた。もちろん日本軍が攻撃した時

のもので、周りがほとんどアメリカ人の中では、その後の見学も何とも気まずいものとなった。 

ホノルル二日目〔６月２６日：（金）〕 途中朝食を摂りながらダイアモンドヘッドへ向かう。片道４Km ほどの徒歩行、誰も「車

で」と言い出さないところはさすが M アカメンバー。頂上からはワイキキの浜とその前に群立するホテルがジオラマのよ

うにきれいに見えて、最後の登りのキツカッタことも吹き飛んでしまった。 

 

ハワイ島一日目〔６月２７日：土〕 朝の飛行機でホノルルからハワイ島のコナ空港へ。お迎えはいつもお世話になってい

るカメさん。ホテルに荷物を置いてマラソンのナンバーカードを受け取りに。いよいよ明日だという気分が盛り上がって

きた。早めに夕食をとってレースに備える。 

ハワイ島二日目〔６月２８日：日〕 レース当日。朝４時起床、会場に着いた５時にはまだ薄暗かった空もハーフスタートの６

時にはすっかり明けて日 差しが次第に強くなる。例によって

号砲もなく誰かが「レッ ツゴー」とでも言ったのだろうか

前の走者に倣って一斉 に走り出す。コースはハイウェイを

走るなど木が全くない ところも多かったが、リゾートの住

宅地周辺では街路樹が 茂っていて日陰もあり、見た目に

も体にも優しくて助かっ た。いつもどおりの実力を発揮し

た人、途中までトップで 走りながら暑さに負けてしまった

人、もう一つ波に乗れな かった人等様々だったが全員無事

ゴール。その日の夕食は 「まずければ交換します」と書か

れた極上の肉を買ってバーベキューパーティー、互いの健闘をたたえ水分（？）も十二分に補給した。 

ハワイ島三日目〔６月２９日：月〕楽しみなハワイ島見学で、ワイピオ渓谷へ。ここは手付かずの自然が残っているところで、

色鮮やかな花など珍しい植物や数百メートルの高さから落ちる滝等を見物。 

ハワイ島四日目〔６月３０日：火〕 今日は我々の居るコナとは反対の東海岸のヒロという港町を散策。途中津波と書かれ

た公民館らしき建物に入り、写真やビデオでハワイ島の津波を拝見。その後ウインドーショッピングなどでのんびりと過ご

した。 

ハワイ島五日目〔７月１日：水〕 いよいよハワイに別れを告げる日。早朝の飛行機でコナ空港からホノルル空港へ、そこで

乗り換えて日本へ向かう。楽しかった仲間との旅行もあっという間に終わってしまった。 
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                   マラソン天国         会員 No503 石堀和雄 

 

 今回は私が会長を務めさせていただいている「水戸石川走友会」と、同じく水戸近郊で活動している「笠間走友会」と

の２７年間続く交流会（合同練習会）～マラソン天国についてご紹介いたします。今年は去る７月５日に開催され、我チーム

からは２６人が参加、全体で４０人近い人数で交流を図りました。（集合写真の向かって最前列一番右側が私です）以前会

報６７号への投稿でご紹介した「楮川ダム駅伝」は「近隣の走友会を招いて友好を深めよう」という趣旨で始まり、現在は

先着６０チームと大きな大会に育っていますが、第１回大会（平成３年）の出場チームは当走友会３チーム、笠間走友会２チ

ーム、ほか１チームの計６チームの参加でした。その時にすでに笠間走友会の招きでこの交流会が始まっていましたので、

そのお返しにと企画したのが「楮川ダム駅伝」だったわけです。それにしても「マラソン天国」とは何と素晴らしい響きで

しょう！梅雨明け前の７月の晴れ間は地獄の蒸し暑さです。その苦しさの中に至福のひと時があるのです。本当の天国に

行ってしまっては困りますが・・・今年は残念ながら（？）スタートでは小雨が交じる涼しくてとても走りやすい気象条件で

した。 

コースをご紹介します。笠間市を貫く国道５０号から北に分れ山間部へ車を走らせると４キロほどで、飯田ダムが現れ

ます。標高は１１０ｍほどで、ダムを囲む４．１㎞ほどの周回道路を走ります。若干のアップダウンや頻繁に現れるカーブが絶

妙な変化を生み出し、ダム湖を囲む傾斜の木陰が冷却装置となってくれます。午前８時にスタートして、それぞれのペー

スで最長１１時まで走ります。昨年は１０周４０キロ以上を走った猛者もいましたが、今年は９周が最高。途中でやめても構わ

ないので、５～６周くらいが一番多い周回数でした。故障中だったり体調の優れない方はウォーキングで調整です。スター

ト・ゴール地点のエイドステーションには、スポーツ飲料のほかに、スイカやレモン、梅干しなどが並び、ついつい休憩が長

引いてしまいますが、先頭集団などは給水もそこそこに次の周回に走り出していきます。ちなみに、私は７周プラス２キロ

ということで３０キロを走り切ることができました。 

このイベントのもう一つの楽しみが、練習後の懇親会です。会場に隣接する東屋を中心に皆が集い、笠間走友会の皆さ

んの心づくしの料理やおつまみ、飲物をいただきながら、近況報告や今後の抱負などをそれぞれが語る時間です。ベテ

ランランナーによる、病気や故障を克服した話も貴重ですが、今回は４月以降、我チームに入会した新会員７人が全員参

加してくれたこともあり、大会での活躍の様子をはじめ新鮮な話題をたくさん聞くことができました。全員の話が聞けた

ところでお開きとなり、秋冬のレースでの再会を約して解散となります。 

当走友会ＨＰに交流会の様子がアップされています。“ようこそ「水戸石川走友会」へ”で検索クリックすれば、ご覧いた

だけます。 

水戸石川・笠間走友会とも県内では老舗の団体ですが、近年はネットで会員を増やしたり、カタカナやアルファベットの

名称を持つ新興勢力にやや押され気味かもしれません。それでもマラソンに対する情熱は絶対に負けないという意気込

みで、これからも会の発展に全力を注いでいきたいと思います。 

近況報告 
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                私立女子高で第二の教員生活を          会員 No 302 正岡久武 

  

 私・正岡久武は、40年の都内公立中学を 3月で退職、4月からは、神奈川県横浜市鶴見にあります，「白鵬女子高

等学校」に社会科教員として赴任、ボート部コーチとして新たな出発を致しました。60 余歳を過ぎて、高校教師は

初めて、という事情に加え、ボート部指導は土日もあります。白鵬ボート部は 2,3 年後にインター―ハイ、国体を目

指します。残された時間は余りありません。ボート第一で進めさせていただきます。 

 この 3～４月は母の葬儀・法要等も重なり、審判講習会、クラブ主催のロードレース大会も出席が叶いませんでし

た。これからは白鵬ボート部の行事を優先します。重ならない範囲では、Ｍアカデミーの行事にも参加したい、とは

考えています。また、レースには、10月～5 月の大会を中心に参加予定です。どこかで、またよろしくお願いします 

 これからは暑さに向かいますが、走りにも最適な季節になろうかと思います。各人、熱中症にはご留意され、自

己の記録（よりゆっくり長くです）に邁進してください。Ｍ・アカデミーの益々のご発展と皆様のご活躍を祈念いた

します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真左より） 

5 月 9 日・・・会場を多摩川と間違って行った２名を含めて 6 名による練習会となりました 

6月 13日・・・梅雨のため走れない日が続いたこともあり久し振りに大勢（8名）の参加となりました 

7 月 11 日・・・猛暑につき練習に賛否両論がありましたが結局走りきりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

練習会は毎月第二土曜日（午後 2 時から皇居 竹橋） 第四土曜日（午後 1時 30 分から多摩川緑地）に実施しています 

たくさんの方々のご参加をお待ちしています。問い合わせは松村（090-3525-2334）まで 

近 況 報 告 

練習会報告 
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アカデミーとランニングと私          会員 No210 長谷川 勤 

 

第４期のマラソンアカデミーを受講した。最終日は素晴らしい環境設備の整った千葉 

の日本エアロビクスセンターで２泊３日の講義と実技があり、私には難題もあったが無 

事に終了することが出来た。同期は石堀和雄（水戸）さんと梨子田伸也さんだった。 

 

さてクラブの練習会のこと・・・当時は毎月場所を変えて、皇居・代々木公園・横浜根岸森林公園など各地で行っ

た。千葉・昭和の森での練習会終了後に、茂原市の小池松様宅へ皆で走って行き大歓迎を受けた。ご夫妻からは、勝

浦漁港で水揚げされた鮮魚の手料理を御馳走になり、皆でいい機嫌になり疲れも吹き飛ばして大変な盛り上がりと

なった事を忘れることはできない。 

 

次に、私が競歩に出会ったこと・・・マラソンをやるのに少しでも体への負担を軽くしたいと思って始めた。スピ

ードを競う陸上競技で競歩は珍しい、あの腰を振りアヒルのような歩型が滑稽であったため好奇心を刺激された。

ルールが厳しくよく歩型違反で注意されるので競歩クラブで先生に教えて貰った。いろいろ試行錯誤しながら一生

懸命練習を重ね何とか型をマスターし、持久力もついてきた。そしていきなり競歩大会・全日本競歩根上大会(石川

能美大会)壮年の部 5k に出場した。練習の延長だと自分に言い聞かせて夢中で歩いた。結果はあと一歩で入賞順位

だった。これに気をよくして次の元旦競歩ではうまくリズムに乗り快調な歩きで入賞した。 

 

審判員活動でのこと・・・中学陸上競技会で監察員の時だった。選手の一人から 400mトラックの一周はどうやっ

て測っているかと聞かれた。トラックの縁石(第 1 レーン)から 30cm の外側を測り第 2 レーンはその内側から 20cm

のところを計測して 400m としていると答えた。するとその選手からは第 1 レーンで 30cm の所よりも内側ラインギ

リギリを走ったら得をするかと言われた。仮に 400m トラックで 10,000ｍを走るのに縁石から 10ｃｍの所を正確に

２５周したとすると、その距離は約 9968.7m となり約 31m 短くなって数秒は早くなるだろうと言った。選手は興味

深く聞いてくれて将来一生懸命練習して挑戦してみたいと言っていた。丁度これを書いている時実業団陸上大会で、

「高瀬 慧選手」が２00ｍで日本歴代 2 位となる 20 秒 14 を出したとの報があった。その快走の理由は普段よりカ

ーブで内側を走り距離を稼いだからだとコメントがあったのでここに書いた。 

私は陸上審判員では主に競技場整備係、用器具係、風力計測員の役を担ってきた。競技場では、若い競技者からパワ

ーを貰い、審判員仲間からは多彩な職種経験に裏打ちされた面白く有意義な話を聞き楽しく過ごしてきた。これか

らも可能な限り継続してやっていきたいので今後ともよろしくお願いする。当クラブも 20 余年となり、その活性化

は内部から主体的に起こすものであると思う。メンバーの方々にはそれらの資質を持ち合わせた人材が多数おり、

未来に光を当てる活発な意見がでることを願う。 

寄 稿 
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        箱根駅伝試走・・・6年がかりの完走となりました     給水係 平尾敏 

 

長澤卓美さんのリードで始まった箱根駅伝試走は、復路に 2年をかけ、7月 26日に無事、結願となりました。 

復路 2 年目の今年は、5 月に 9 区を、7 月に 10 区を完走しました。途中のブランクがあったとはいえ実に 6 年をか

けた M・アカデミーの長期一大イベントとなりました。 

 

◎5月 24 日 戸塚～鶴見 第 9区を試走しました 

復路 2年目です。正に五月晴れの中のスタートとなりました。中継地点では、トヨタカローラ様のご好意に甘え、ト

イレと更衣室をお借りし、応援を受けてのスタートとなりました。途中、地図では読み取れないバイパスの走路があ

り、歩行者用の道路を探しながらのランとなりました。しかし、長澤さんのリードに支えられ無事に鶴見中継点にゴ

ールすることができました。鶴見では往路の分離帯に襷をつなぐブロンズ像が設置されており、目的達成の記念

写真を撮りました。 

 

 

 

 

 

 

 

◎7月 26日 鶴見～大手町 第 10 区を完走しました 

異常気象が続く今回は特に猛暑による熱中症が心配されました。特に台風 12 号の接近もあり、開催が危ぶまれ

ましたが実施を敢行いたしました。今回が最終コースということもあり、通常の二倍近い 15 人によりランとなりま

した。10 時 30 分のスタート直後から気温は 30 度を超え、体感温度は 40 度前後まで上昇したものと思います。皆

さん、それぞれに猛暑に耐え、頭から水を被るなどして進行しました。残り 3 キロの馬場先門に一旦集合しそこから

思い思いに残りのコースを完走し、無事全員がゴールすることができました。また、読売新聞社前では小池顧問の

笑顔いっぱいのお迎えも受けることができました。終了後は、近くの銭湯で汗を流し、懇親会で思い切り流した汗

の水分補給を行いました。 
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ＭＡ会員の大会参加の記録（2015.05.04～2015.06.21） （2015.07.17現在）

開催日 大会名 氏名 ｸﾞﾛｽ･ﾀｲﾑ ﾈｯﾄ･ﾀｲﾑ 総合順位 種目順位 種目名

2015.03.29 リスタートタイムトライアルＩＮ代々木 佐藤　誠一郎 32.03 5km

2015.04.19 かすみがうらマラソン 冨澤 展一 1:43:51 330/592 10マイル男子60歳以上

正岡　久武 2:27:45 2:22:53 4458/5495 587/768 ﾊｰﾌ男子60歳以上

山本　英夫 1:02:35 1:01:33 1448/2736 238/534 10km男子60歳以上

柴崎　良雄 1:04:10 1:03:10 1602/2736 278/534 10km男子60歳以上

森藤　博之 1:07:21 1:06:20 1865/2736 336/534 10km男子60歳以上

秦野　光雄 1:16:40 1:15:16 2421/2736 444/534 10km男子60歳以上

小熊　洋悦 32:49 32:05 549/851 87/157 5km男子60歳以上

米倉　正己 35:17 35:11 649/851 101/157 5km男子60歳以上

小野澤　光夫 37:01 36:55 694/851 115/157 5km男子60歳以上

平尾　敏 38:23 38:01 725/851 123/157 5km男子60歳以上

金子　正生 35:28 35:17 1131/1436 214/295 5km男子60歳以上

小野澤　光夫 38:46 38:41 1298/1436 247/295 5km男子60歳以上

佐々木 高信 1:56:41 3467 ハーフ男子

佐々木 まゆみ 2:04:41 607 ハーフ女子

2015.05.17 軽井沢ハーフマラソン2015 長澤　卓美 2:09:00 2:07:18 2369/3565 13/40 ﾊｰﾌ男子70歳以上

石堀　和雄 1:48:32 1:48:26 730/3976 194/1524 ﾊｰﾌ男子50歳以上

井上　育雄 1:29:20 1:29:10 2077/4551 863/2139 山中湖一周男子(13.6km)50歳以上

秦野　光雄 1:53:29 1:49:26 3850/4551 1749/2139 山中湖一周男子(13.6km)50歳以上

2015.06.07 第1回信州安曇野ハーフマラソン 中村　一雄 1:47:03 902/3580 198/862 ﾊｰﾌ男子50歳代

ビーナスマラソンｉｎ白樺高原 冨澤　展一 2:28:41 173/222 ﾊｰﾌ男子50歳以上

リスタートタイムトライアルＩＮ味スタ 佐藤　誠一郎 33.13 5km

2015.06.21 第31回西湖ロードレース 秦野　光雄 1:08:45 1:08:05 1165/1361 265/329 西湖一周男子(10km)60歳以上

柴崎　良雄 2:18:16 206/605 ハーフマラソン

山本　英夫 2:19:43 212/605 ハーフマラソン

冨澤　展一 2:26:21 263/605 ハーフマラソン

森藤　博之 2:30:27 287/605 ハーフマラソン

長沼　秋夫 2:39:17 352/605 ハーフマラソン

平尾　敏 1:20:45 102/183 １０km

2015.05.04 第27回春日部大凧マラソン

第35回鹿沼さつきマラソン

2015.05.31 第35回スポニチ山中湖ロードレース

2015.06.28 ハワイ島コナマラソン

2015.06.14

第25回仙台国際ハーフマラソン

2015.05.10

編  集  後  記 

会報８４号をお届けします。今回も皆様の協力で会報をお送りできました事を感謝いたします。 

今回水戸から「マラソン天国」の寄稿を頂きました石堀和雄さんは水戸石川走友会（約２４年前に設立・会員約

４０名）の会長としてご活躍されています。また、毎回大会記録の収集にお力添えをいただいています斎藤文

彦様より小中陸上交流大会へ多額の寄付を頂きました。ご好意に甘えて、早速陸上競技専用ＰＣ購入費用に

使用させていただきました事をご報告いたします。 

さて、皆様が関心をお持ちの２０２０年の東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設費が 

２５２０億円と発表された時はびっくりしましたね、その後見直しで１６００億円位といわれていますが、いずれ

にしてもこれまでの外国の五輪新会場の建設費と比較しても高過ぎますね。後世に借金をまわさない事を

願っています。 

梅雨があけ連日猛暑が続いています。こまめに水分を補給し熱中症対策に心がけて下さい。   

森藤博之 
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