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M・アカデミー会員の皆様へ 

Ｍ・アカデミー 会長 石上 敬久 
会員の皆様、お元気にご活躍のことゝ推察申し上げます。 

今年も、この会報がお手元に届く頃は、残すところ 1 ヶ月程になっていると思います。

今年度のクラブの各種行事も、会員の皆様のご協力ご支援により無事にやり遂げる事が

出来ました。厚く御礼申し上げます。 
 しかし、昨今の諸事情を踏まえ、今後のアカデミーの運営を考えますと、このままの

状態では、色々と歪が生じるようになると思われます。今こそ、会員の皆様の英知をま

とめ、万全な体制作りが必要です。そこで私なりに反省すると共に、会員の皆様と今後

のクラブの方向付けを再確認する時期だと思います。 
 皆様のご提案・ご意見・アドバイス等、執行部にお寄せ頂きますようお願い申し上げます。 
私の意見と反省 
① ロードレース大会 
 現在、ロードレース大会数は余りにも多くなり、特徴の無い大会は敬遠され、参加選手の減少が始まって居

ります。我々の大会も毎回参加者が減少しております。その点を踏まえて、企画、経費の削減等を見直す必要

があります。 
第 6 回大会は 2016 年 4 月 17 日（大井） 

② 小中学生陸上交流大会 
 ２０回大会は無事終了しましたが、参加者は増加の一途で、いかに絞れるかが課題になって居ります。毎年

参加のリピータが殆どで、次回も定員の打ち切りが心配されます。小学低学年が参加できる大会として注目

を集めていますが、1 日の大会の限度は 700～800 人です。赤字解消の為、参加費の値上げの検討、記録証

の配布の有料制等検討すべきかと思います。  
③ アカデミージュニア 
 お陰様で、会員が 40 名に迫り、松村理事長、大河内部長の 2 人では毎週土曜日の練習会が大変になって来

ております、現状の体制では指導が行き届かない懸念が生じています。会員の皆様に月に一度だけでも良い

ので、多摩川緑地公園グランドに土曜日、お越しいただきたくお願い申し上げます。 
 大河内部長が予定表を作成いたしますので、予めお出でいただける日をお知らせ頂きたいと思います。一応、

幹部の方が、12 月までは何とか 1 人づつ応援する様に致しました。 
 大学生か高校生の陸上部員を交通費を払って指導に来ていただく事も検討しております。 
④ 会員募集の件 
 当初から、皆様にお願いしておりますが、成果が殆ど上がって居りません、このままでは高齢者集団になっ

てしまいます、是非、会員 1 人が 1 人の加入者を集めて下さい。 
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「２０１５夏合宿報告」 
     

アカデミーＪｒ 部長 大河内 暹 
 

今年の富士見高原合宿も８月１５日から１７日にかけ

て実施されました。  
８月上旬はすごく暑かったのですが、合宿が行われる

中旬頃になると一転天候不順になりました。ましてや、

富士見高原ともなると、すでに秋の気配が色濃くなり季

節の変わり目によくある雨の降りがちな天気になってい

ました。 
合宿前半（１５・１６日）は、旧盆の時期と重なった

ためか参加者が２名（松村、冨澤）という寂しい合宿で

したが、後半（１６・１７日）には、例年どおりジュニ

ア部長としてアカデミーＪｒ会員１０名を張り切って引率し、前半組と合流しての合宿となりました。 
合宿前半の初日は、快晴の素晴らしい天気に恵まれて標高１２４９ｍの富士見高原リゾートをスタート・ゴ

ールとし、標高差約２８０ｍ、走行距離約１２Ｋｍ、走行時間約２時間のＬＳＤトレーニングを行いました。

２日目も天気に恵まれ午前のメニューとしてクロカンコース（１７００ｍ）で約１０Ｋｍの走り込みを行い充

実した時間を過ごしました。 
ジュニア会員の到着した１６日午後の天気もまあまあで、ウッドチップを敷き詰めたクロカンコース（７０

０ｍ）でのウォームアップからジュニア合宿のメニューが始まり、標高１２８８ｍの八ヶ岳陸上競技場が貸し

切り状態のなか計画どおりのスケジュールに近い高地トレーニングをすることが出来ました。先着の合宿参加

者にも応援を頂いて力強いかぎりでした。 
合宿３日目（例年ジュニア会員は２日目となり充実したメニューをこなせる日）の朝目を覚ますと、一転雨

が激しく降っていて がっかりでした。恒例の早朝散歩も中止にしました。朝食の後、計画にしたがい屋内で練

習を始めました。ストレッチを行い走りの動作の基本を確認した後、軒下を利用して体を動かしたりしました。

その後、雨が小降りになったところでクロスカントリ―コースを走って合宿を締めくくりました。 
雨模様で、参加したメンバーにも練習が思いどおりに出来ず残念でしたが、今回は、渡邊實様より多額の差

し入れを頂きましたので、練習の後のスイカに、合

宿打ち上げの温泉にと活用させて頂いて、雨模様の

天候にもかかわらず思い出の多い合宿となりました。

渡邊様にはアカデミージュニアを始めとして合宿参

加者一同より御礼申し上げます。 
今回の様な会員の合宿参加者が少ない状況及び天

候不順の時期を考慮して、合宿の日程を早めて、天

候が安定している梅雨明けの７月末から８月上旬に

計画を変更する方向で検討されております。 
以上、今年の合宿の状況をお伝え申し上げまと共

に、新しい合宿日程が予定されています来年に向け

て皆様方のご協力をお願い致します。  
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日本陸上競技連盟Ｓ級公認審判取得までの経緯 
 

                           会員番号 320 相模 義夫 
 陸上競技との関わりは中学校から高校一学年まで陸上部で競技を続けたのが始まり

です「小学校の頃から走るのが得意でした(苦笑)」。特に実績も無いまま止む無く退部

する事となり、競技生活を終えました。 
 その後、社会人(地方公務員)となりましてから野球(クラブチーム)を）始める機会に

出会い、しばらく続けていますと、ある練習試合のプレー中に、非常に苦しい思い出

と体力の無さを痛感させられた時がありました。これが今思えば今日の陸上競技関係

等に関わるきっかけとなったのかなと思っています。この頃は体重が年々増え、とて

も走る気にはなりませんでしたがこれを機に、また、再び走りたいと思うようになり、それなりにトレーニン

グを積みハードなトレーニングまでこなすようになりました。その成果を求めたく、多くの大会に出場し、記

録も順調に伸び楽しい（？)ランニングライフまでに発展しました。が（好事魔多し）、ある大会でベストタイ

ムを出した矢先,気の緩みから大きな怪我（複雑捻挫長期治療）をし、しばらくはランニングを止めることにな

りました。この間、他に陸上競技関係に関わる事が出来ないかと模索し、陸上競技公認審判員取得講習会の情

報を目にし、早速、受講しました。1992.10.1 に第 3 種（旧）を取得し、2001.4.1
に第 2 種（2002.4.1 制度改訂に伴い、Ｂ 級公認審判員に移行）

を取得し 2005.4.1 にＡ級を取得し、 2015.4.1 にはＳ級

を取得（委嘱）することが出来ました。 この間に 1993 年

にＭ・アカデミーに入会、1994 年には、 第 10 回ジョキング

指導者養成講習会を受講し、日本陸連 公認ジョキングイン

ストラクターを取得することができま した。この他にも、

関係機関の講習会を受講する機会を 得ることもできまし

た。Ｓ級を取得するまでには、色々 と紆余曲折ありまし

たが松戸市陸上競技会（所属）、（一 般財団）千葉陸上競技

協会、Ｍアカデミーと会員の皆様の ご指導と協力を頂きま

して大変感謝しております。（担当 部署：場内司令・ウォー

ミングアップ場・監察・決勝・周 回・投擲・跳躍・計時等）

な お、現在 主 にマーシ ャル （2015.4.1 改正 場内司

令）を担当しております。そこで、 私なりに審判として多く

の選手（中・高・大）を観て感 じることは、伸びる選手は、

競技に対する素直な気持ち、強 い心、考える力、チャレンジ

精神、ルールを守る、夢を持ち続 ける力 等を持っているこ

とが多いようです。これからも、2020 年の東 京オリンピックまでにどんな

選手が選ばれるか、楽しみながら審判に従事し、公正かつ適切な 判断を持ち選手の安全を見守

りたいと思います。 
 余談ではありますが、シニア野球も始めました。 
○ランニング・競技審判・野球等スポーツ人生まっしぐら〇 
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第３０回田沢湖マラソンを走って 

 

会員番号 322 長澤 卓美 

9 月 20 日（日）シルバーウイークディのハザマに第 30 回

田沢湖マラソンが開催された。前日は 13時から恒例のランニ

ング教室で今回高橋尚子さんがゲスト参加となっていたが予

期しない雨になり中止となった。 

当日は晴れ・気温 20 度・湿度 65％で絶好のマラソン日和

であった。開会式に参加、Ｍ・アカデミークラブの佐々木名

誉会長が主（ゲストランナーの選考他等）となる役員を務め

ておられ、15年程前から東北では珍しい公認レースとなって

いる大会です。参加者 6,202 人、フル 1,583 人、20ｋｍ2,166 人、10ｋｍ1691 人、ペアマラソン 762人の大大

会である。ゴールは同じで各種目はそれぞれ違う位置から同時スタートである。 

開会式に参加し、佐々木名誉会長に挨拶して図々しいお願いをし、高橋尚子さんと一緒に写真を撮らせて頂

いた思い出の写真です。 

レースを振り返ると 1時間 30分完走の看板付近に並びスタートした。今年の田沢湖の水位は少し低いかな？

程度でしたが湖面を見ながら５ｋｍ付近（御座の石）でタイムを確認 5 分ペース、思ったより早い！！ペース

ダウンを考えていたがその後逆に苦しくてペースダウンを余儀なくされた。１０ｋｍ（たつこ像）51分 25秒、

昨年は 49 分程度で通過した記憶があり 2 分 30 秒も遅い。昨年と比べ、今年は練習でも１０ｋｍも時々歩き、

２０ｋｍはゆっくり走っても１５ｋｍ付近から歩き 2時間を経過が 2回の練習の実績であり、今年は 1時間 50

分位で完走出来れば上出来と思っていたので、１０ｋｍのタイムはＯＫと自身に言い聞かせながら走った。１

３ｋｍ・１５ｋｍ付近の厳しい登り坂は走ろうとしても歩き同然のスピードであったが脹脛の痙攣は起きなか

った。昨年まで毎回この 2 か所の登り坂で両足の脹脛に痙攣が起きてペースダウンしていたが、今年は予防と

して自宅近くの内科医に相談し、痙攣防止の即効薬（漢方薬 68番）をスタート前に 2服を服用していたから痙

攣が起こり得ないと言う暗示もあっただろう！！ 

ゴール結果 1 時間 47 分 45 秒男子 70歳以上 4 位の成績でした。昨年より 3分 30 秒遅いが順位は 1 つ繰り上

がった。ラッキー・・・昨年は２０ｋｍ男子 70歳以上の部で 2位の方が 1時間 43 分 49秒、３位の方は 10 秒

遅れ、4位の方は 12 秒遅れ、5位（私は）は 2秒遅れで 2位から 5位まで 34秒差で 4人いたことになる着順で

した。今年は前後 1 分以上の差でした。今年はラッキーでしたが例年では 1 時間 47 分では 10位位が普通であ

り、加齢と共に来年は 10位以下を念頭に置かなければならないと思った。 

その夜は例年の如く中学同期生が田沢湖マラソン応援の集い（田沢湖は私の出生地の隣市である）に 7 人が

参加してくれた。今まで一緒に走っていたＴ君は昨年・今年

と走る事が出来なかったが来年は１０ｋｍに参加を約束して

くれ、来年も走る勇気をもらい盛会の内会の解散となった。 

私事、今後のエントリーは 10 月 17 日流山ロードレース１

０ｋｍ、11 月 7 日ＳＫＯＴＴ駅伝、11 月 14 日大林組社内チ

ームで夢の島コーポレートゲームズフルマラソンを 5 名で繋

ぐ駅伝、11月 29日さんむロードレース１０ｋｍ、12月 13日

八千代ｉｎロードレース 10マイルの 5回をエントリーしてい

ます。見かけたら声を掛けて頂いたら励みになります。 
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夫婦そろってのマラソン大会 

 

佐々木 まゆみ 

① 第 34回 千歳ＪＡＬ国際マラソン 

2014.6.1  北海道（千歳市）於て 
殆どが砂地でアップダウンも多く辛いコースでした。約

20 キロまでは主人の後に付いていましたが、20 キロ過ぎ

の上り坂で一気に突き放されそこからは孤独な戦いでし

たが何とかゴールし求めていた達成感を味わうことがで

きました。初フルマラソン参加の娘は 3：50 でとっくにゴ

ールしていて、若者パワーを見せつけられました。 
 

② 第 3回 富士山マラソン 
2014.11.30 山梨県（富士河口湖町）於て 

とにかく感動的な大会でした。第一回大会にも参加したのですが、その時主人がスタート直後ノロウイルス   
を発症しずっと嘔吐下痢と戦いながらついに 35 キロ関門でアウト！！今回はそのリベンジでの参加でした

が、今度は私が脱水症になり、35 キロ過ぎからの記憶が殆どないまま主人に付き添われフラフラ状態で制

限時間 8 分前、何とかゴールしたのでした！！感動して涙があふれました。（そのため、写真を撮る余裕も

ありませんでした。(-_-メ)） 
 
③ 第 25回 仙台国際ハーフマラソン 

2015.5.10 宮城県（仙台市）於て 
今年で4年目になりますが時期的に気候も良く新緑の中を走る

コースは今年も快適で、特にトラブルもなく無事完走できまし

た！牛タン、ステーキ、寿司、等々…食の楽しみも欠かせませ

ん。これからも毎年参加したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐々木ご夫妻のマラソン大会記録（2014年～2015年）

開催日 大会名称 距離（㎞） タイム 順位 タイム 順位

2014/6/1 第34回千歳ＪＡＬ国際マラソン 42.195 4:39:19 651 4:55:15 97

2014/11/30 第3回富士山マラソン 42.195 5:51:35 812 5:51:34 120

2015/2/22 東京マラソン2015 42.195 4:32:39 1985 4:43:11 2362

2015/5/10 第25回仙台国際ハーフマラソン 21.0975 1:56:41 3467 2:04:41 607

佐々木まゆみ佐々木高信

 



6 
 

第３０回記念大会～ゴーマン杯南会津町ふるさと健康マラソン大会～ 
                       

 会員 NO334 森藤 博之 
 

大宮駅東口交番前の集合場所に大会参加者 6 名（山本・平尾・富沢・柴崎・長沼・森藤）が集合，車で出発、

途中ホウライの那須千本松牧場で翌日のレースに備えて採りたての牛乳を飲み、福島県南会津町に向かって車

は順調に進んだ、会津町に入って目にした光景は 9 月の関東・東北集中豪雨で県道の一部の崩落や山の木の倒

木であり自然災害の恐ろしさを目で感じた。マラソン大会も道路崩落の影響でハーフマラソンのコースが一部

修復工事中で 10 キロに変更となった。 

宿は山本さんが 3 年前にボランテア活動の一環としてそば畑の収穫を手伝った時に泊ったことのある離騒館

です（この離騒館は標高 800ｍの山深い集落にある築 110 年の茅葺家屋の宿で、平成 18 年 5 月 1 日に NHK
のクㇿズアップ現代で放映されました。室内の写真には現キャスター国谷裕子さんとオーナーの五十嵐恵子さ

んが一緒に写っています） 
さて、マラソン大会は 10 キロに全員 6 名が出場、出場者が少なかったので各年齢別の入賞を目指したが途

中 3 名は前日の差し入れの刺身が原因か？夜中から腹の調子が悪く結果、全員期待外れの着順であった。レー

ス終了後のお楽しみ抽選会に期待し、2 名の方がどうにか賞品にありつけた。 
ゴーマン杯とは南会津町館岩地域で小中時代を過ごしたゴーマン美智子（今年の 9 月に米国で死去）の偉大な

功績の数 （々1974年・1977年のボストンマラソン優勝、1976年・1977年ニュウヨークシティマラソン優勝.2012
年には同マラソン殿堂入り）を讃えるとともに健康と体力づくり及び交流の促進を図る目的として開催されて

います。 
 
 
 

  

朝霧が深い会津の山間風景 



7 
 

「アカデミーＪｒ通信」 
 

 アカデミーＪｒ 部長 大河内 暹 
今年のトラック・フィールドのシーズンは天候不順により陸上教室が充分に開催出来なかったことが心残り

です。間が悪いとはこの事かと愚痴を言いたくなるほど、秋のシーズンに入って週末になると天候不順になる

ことが多く、グランドコンディション不良によりトラックが充分に使えない、台風で走幅跳びの砂場が流され

て使えない等の状態が続き、どうしょうかと悩んだこともありました。  
この様な中でも陸上競技に興味を持って陸上教室に集まってくれる新しいメンバーが多くいた事は、改めて

モチベーションが上がる思いがします。低学年生の会員が多くなったことで指導方法等について色々と考えな

くてはならないことも現実です。ただ、ジュニア会員と一緒に陸上教室で身体を動かすことにより（実はあま

り動いていないのですが）未来のアスリート育成の一助になればと思い頑張っております。 
従来からのメンバーも頑張っています。大田区ジュニア陸上競技記録会、キッズコロシアム大会、ジュニア

陸上競技・チャレンジカップ、及び大田区秋季陸上競技選手権大会等に参加した会員の皆さんは自己ベストの

立派な成績を多く残しました。 
幸い１０月になり、砂場の砂を入れ替え、助走路も作り直して頂き、安心して走り幅跳びの練習が出来る環

境が整いました。関係者の方々に感謝しております。 

１１月１日の第１９回板橋少年少女陸上競技大会で今年のトラック・フィールドのシーズンは終わります。

陸上教室では、１１月以降は動き作りと持久走を中心に練習を進めていきますが、気候（暖かい日）によって

は走り幅跳びの練習も行います。  
ジュニア会員の増加傾向により、コーチを助力するため、先日の理事会で話し合った結果、１１月には、各

週の土曜日に次の方々に来て頂くことになりました。 
第１週は森藤さん、第２週は石上さん、第３週は平尾さん・山本さん、第４週は三浦さんの５氏です。当日

は大変だとは思いますがよろしくお願い申し上げます。 
今年の冬の到来が早いようで寒さに向かい陸上教室も厳しい環境になります。それに対応してますます意欲

を持って進んで行こうではありませんか。 
以上、 
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開催予告：28年度審判講習会日程（予） 

3月 6日（立正）/3月 12日（武蔵野）/3月 19日（府中） 

3月 26 日（足立）/3月 27日（板橋）・・・変更があればお知らせします 

 
来年度の主な行事日程のお知らせ（10 月 7 日理事会決定） 

平成 28 年 4 月 17 日（日）     第 6 回スポーツの森ロードレース大会 
                                    （今大会は新たに、ハーフ駅伝を行います） 

平成 28 年 6 月 12 日（日）     第 21 回小・中学生陸上競技交流大会 
平成 28 年 7 月 下旬             Ｍ･アカデミー夏合宿（於富士見高原） 
（注）ロードレース及び小中陸上大会は、大井競技場の利用許可の関係で日程が従来と 

変わっています。会員の皆様には上記日程をご予定下さりご協力をお願いします。 
 
 

編 集 後 記 
皆様のご協力により会報８５号をお届けします。今回も各大会参加の皆様から掲載文を送って頂き有難うござ

いました。中でも長澤卓美さんのマラソン挑戦意欲は素晴らしいですね、年を感じさせない走り、是非我々も

見習いたい所です。また、佐々木ご夫妻のマラソン大会での苦しみや楽しみなど本極まるレース参加で、ご夫

婦の雄姿は羨ましい限りです。また千歳 JAL 国際マラソンで娘さんのゴールタイム 3：30 も素晴らしいです、

今後の活躍が楽しみですね。 
さて、地球温暖化の影響か 9 月上旬の低気圧による記録的な大雨で栃木県や茨城県では堤防の決壊で家が濁流

で押し流され、田園や街が泥に沈むなど東日本各地に甚大な被害をもたらしました。いつ何処で災害が起るか

わからない今日、自分の命は自分で守る基本動作が大切だと思います。 
明るい話題はラクビーワールドカップでの五郎丸選手を初めとして日本（外人の方もいましたが）の活躍は日 
本中に勇気と熱気を与えてくれました。2019 年の日本でのワールドカップ大会が楽しみですね。 

                               森藤 博之 

MA会員の大会参加記録（2015.8.23～2015.10.18）

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

2015.8.23 第３５回山日YBS富士吉田火祭り 秦野　光雄 1.17.29 1.16.39 1063/1092 155/167 10K男子66歳以上

2015.9.06 第５回草津温泉熱湯マラソン 小野澤　光夫 51.01 386/404 124/129 6K男子40歳以上

2015.9.20 第３０回田沢湖マラソン 長澤　卓美 1.47.45 506/1586 4//60 20K男子70歳以上

2015.9.20 第38回リスタータイムトライアル代々木 佐藤　誠一郎 32.31. 20/21 5000ｍ第１組

2015.10.18 流山ロードレース2015 長澤　卓美 49.33 11/98 10K男子70歳以上

2015.10.18 第４４回タートルマラソン 正岡　久武 2.13.27 2.05.32 3816/7210 3381/5721 ハーフ男子

2015.10.18 第３０回ゴーマン南会津町ふるさとマラソン 平尾　敏 1.26.17 46/54 205/248 男子60歳代

2015.10.18 第３０回ゴーマン南会津町ふるさとマラソン 森藤　博之 1.21.55 45/54 204/248 男子60歳代

2015.10.18 第３０回ゴーマン南会津町ふるさとマラソン 長沼　秋男 1.04.00 34/54 181/248 男子60歳代

2015.10.18 第３０回ゴーマン南会津町ふるさとマラソン 柴崎　良雄 1.02.19 .13/17 177/248 男子70歳代

2015.10.18 第３０回ゴーマン南会津町ふるさとマラソン 冨澤 展一 1.00.47 .9/17 170/248 男子70歳代

2015.10.18 第３０回ゴーマン南会津町ふるさとマラソン 山本　英夫 1.01.35 .10/17 172/248 男子70歳代


