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Ｍ・アカデミー第２１回小・中学生陸上競技交流大会を終えて
理事長 松村 定志
２１回目の開催を迎えた小・中学生陸上競技交

さて、大会を振り返ってみま

流大会は、関東高等学校陸上競技大会開催の関係

しょう。毎年のことですが開催

で例年より１週間早い開催となりました。全国小

が梅雨の時期のため主催者と

学生陸上競技交流大会東京都予選会の前哨戦の

しては空模様を気にしながら

位置づけとなっているこの大会開催日としては

前準備を進めてまいりますが、

些か早い気もしていましたが、参加募集を開始す

本年は開催日が早くなったこ

ると短期間に定員の６００人に達する程で関係

とも幸いしてグランドコンディションは気温と

者皆様の大会開催への期待感を強く感じること

湿度及び風速ともほぼベストの状態のなかで大

ができました。

会を進行することができました。大会の新種目と

今回は７１２名の選手の皆さんに参加をいた

してジャべリックボール投げが加わりました。こ

だきました。小学生は都内と近隣県の参加者のほ

れは従来のソフトボール投げに代わり採用され

か昨年に引き続き静岡市から千代田ＡＣの選手

たものですが、ボーテックスを投げる投てき種目

を迎えることができ５９０人の参加になりまし

で参加選手は楽しげに競技を行っておりました。

た。また、中学生は東京都の地域別（区部）と重

この種目は本年の全国小学生陸上競技交流大会

なりましたが１２２名と昨年を上回る多くの選

に正式種目として採用されることになっており

手に参加をしていただきました。

ます。

今回もＭ・アカデミー会員の協力はもとより多

今回の大会では、男子が６個、女子が２個の大

くの関係機関の方々の多大なるご支援をいただ

会記録が生まれました。特に静岡市から参加され

き成功裏に開催することができました。参加した

た千代田ＡＣの小学６年女子永井真滉さんは、昨

選手の皆さんにも満足していただける大会であ

年に引き続き出場２種目に入賞し１種目は大会

ったようです。このように回を追う毎に大会を盛

新記録樹立されました。

大に行うことができるの

この大会では優秀選手

は、多くの参加選手がい

賞としてＭ・アカデミー

るからこそで参加を頂け

名誉会長佐々木秀幸杯が

る選手の皆様と御指導を

授与されますが、本年の

いただいている各クラ

対象者は２年連続受賞と

ブ・保護者の方々に深く

なる千代田ＡＣの永井真

感謝申し上げる次第です。

滉さんの他、出場２種目
M・アカデミー小中学生陸上競技大会の様子
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とも入賞し大会記録も出

された府中ＡＣのベイトマン礼門くん（小学５年

等を行うことができました。

男子）及びＫＭＣ陸上クラブの関口絢太くん（中

団体の監督さんそして会場施設関係者の協力

学３年男子）に贈られました。

のもと無事最後まで競技会を行うことができま

大会に参加された全ての選手の皆さんが、よく

した。主催者の一人として心より感謝申し上げま

走りよく飛びまたよく投げました。そして、１ヶ

す。また、早朝より協力いただきました競技役員

月後の全国小学生陸上競技交流大会東京都予選

の方々、大会運営に携われた会員の皆様大変お疲

会においては、当大会に参加された選手の中より

れ様でした。会員の皆様には今大会を総括してい

ベスト８に輝いた選手が多数生れ、全国大会の切

ただき、次回大会も更にすばらしい運営ができま

符を手にした選手も誕生しました。

すようご意見を頂戴し、準備万端に整えて行きた

運営の面においては、東京陸上競技協会の記録

いと考えますので御協力をよろしくお願いいた

のシステムを導入して２回目となる今回の大会

します。

は、システムトラブルもなく極めて順調に結果発

アカデミーＪｒ 通信
アカデミーＪｒ部長 大河内 暹
ーニバル大会(於、駒沢陸上競技場)には、男子 2

今は、トラック・フィールドの季節のなかにい

名、女子 5 名の参加者がありました。

ます。 我々アカデミーJr のメンバーは、いつも
の通り、毎週土曜日の朝 09:30 から 11:30 の間、

7 月 10 日(日)第 32 回全国小学生陸上競技交流

六郷土手 400m のトラック及び走幅跳びの砂場

大会東京都代表選考会(於、駒沢陸上競技場)には、

にて小学生のメンバー(一部中学生含む)とともに

男子７名女子 5 名の参加者がありました。この大

練習を重ねています。

会で林久美子さんが走幅跳びで３位に入賞した。

毎週 30 名以上の参加者がありうれしい面があ

これからの大会は、
8 月 21 日(日)2016 大田区ジュニア記録会(於、

る反面てんてこ舞いの状態でもあります。走幅跳
びは、ご父兄に手助けをい

大井陸上競技場)。9 月 19 日

ただいてどうやらこなし

(祝)第 17 回関東小学生陸上ク

ている状態です。お手伝い

ラブ交流大会(キッズコロシア

できるコーチの参加が急

ム)(於、江戸川区陸上競技場)。

務です。

10 月 2 日(日)第 69 回大田区秋

このような中でも自己

季陸上競技選手権大会(於、大

新を目指して大会に参加

井陸上競技場)。10 月 10 日(祝)

しております。5 月以降に

駒沢競技場での表彰の様子

参加した大会は、

第１５回ジュニア陸上競技･

チャレンジカップ(於、大井陸上競技場)。

5 月 3 日(日)第 14 回ジュニア陸上競技･チャレ

今年のトラック･フィールド大会の最後をかざ

ンジカップ(於、大井陸上競技場)は、男子７名、

る 11 月 6 日(日)第２０回板橋少年少女陸上競技大

女子７名が参加しました。

会(於、板橋区新河岸陸上競技場)等が予定されて

6 月 12 日(日)第 21 回 M・アカデミー小･中学生

います。参加選手の活躍を期待しています。

陸上競技交流大会(於、大井陸上競技場)には男子

今後も練習会は四苦八苦しながら進めて行く

11 名、女子 10 名の参加者でした。

覚悟でいます。時間の有る方々のご協力よろしく

6 月 26 日(土)・27 日(日)第 30 回東京リレーカ

お願いいたします。

今回もこのように競技役員、参加選手及び参加表

練習会の思い出
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まで盛り上がったものです。富士見高原での夏合
宿は都会では味わえない環境の中での練習会。１
会
会員の皆さん今日は、塚本です。皆さん元気に

日目の始まりは準備体操後ユリの匂いを嗅ぎな

走っていますか、一人で走るのもよし、皆で走っ

がらクロカンコースでウオーミングアップ、その

てその後の懇親会でいろんな情報交換しながら

後アップダウンあるロードでＬＳＤ走。長い距離

一杯飲むのも楽しいですね。私は３年前からだん

を良く走りました。２日目はヒンヤリした空気の

だんと腰が曲がり、今では手を振っても足が前に

中での山登りの散歩から、朝食後はロードの練習

出ず 13 分/Ｋで走っている（つもり？）状態にな

組とトラックでの練習組に分かれて午前中の練

りました。こんな状態になるとは夢にも思ってい

習、夜の懇親会は参加者の多い時は座る場所を確

ませんでした、走りたくても満足に走れず悔しい

保するのが大変で話題も多く有意義な合宿でし

思いです。

た。

私は平成６年（当時５９歳、今８２歳）の夏に

今は合宿の参加者も少なく又少人数の練習会

亡くなられた川合さんに誘われてＭ・アカデミー

になっています。一人で練習をしている多くの会

に入会しました。当時はさすが走る仲間の集団で

員の方がいられると思いますが、年に１回の合宿

練習会・夏合宿の参

に走る仲間の

加者も多く非常に

顔合わせとし

活気があり、私も楽

て皆なみんな

しく走りました。

で参加して一

練習会の場所も

緒に走ったり,

皇居・代々木公園・

又ロードやト

駒沢公園を主にし

ラックで各自

て、富士見高原での

思い思いに走

夏合宿・根岸の森林公園・稲

1998.8.23 富士見 19 高原・見晴台にて

毛海岸でも走りました。

るのもよいでしょう、多くの仲
間が集まれば夜の懇親会で一

森林公園のコースはアップダウンのある周回

杯飲みながらいろいろな情報交換も出来たり、親

コースと、山あり谷ありのクロカンの走りは良い

交を深める事になると思います。会員の皆さん仲

練習になりました、終わった後は長谷川さんの差

間や会員以外のお友達を誘って合宿に参加しま

し入れでブルーシートの上、雨の日は休憩所の屋

しょう。

根の下で盛り上がりました。千葉では稲毛海岸の
砂浜から海岸のコースを走り、終わった後、ここ
でも千葉地区の会員の差し入れで芝生の上での
懇親会。
また、千葉の昭和の森のクロカンコースでは、
懇親会となる茂原の小池宅までロード走（何キ
ロ？）で暑い炎天下を走り、最後は脱水症を感じ
ながらやっとの思いでゴールしました。懇親会は
庭でご主人の心尽くしのバーベキューと小池さ

2005.7.9 根岸森林公園にて（筆者は前列左）

んの手料理をご馳走になりながら周りが暗く成
る
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急性大動脈解離!?
齋藤文彦
昨年（2015 年）1 月 4 日（日）夕刻に急性大動脈解離を発症、緊急手術。
約 1 カ月入院し、病院で 70 歳の誕生日を迎え、昨年 2 月 4 日（水）退院。
このため、M・アカデミーの皆さまにはご無沙汰していますので、会報の紙面を借りて、無沙汰を
お詫び申し上げます。また、あわせて「急性大動脈解離」の体験記を報告します。
①【大動脈解離とは】
川崎大動脈センターのホームページでは、次のように記載されています。
「大動脈解離は、大動脈内膜に生じた亀裂から血液が内膜に流入し、外層と内層に解離させていく疾
患。スタンフォード A 型と スタンフォード B 型に分類される。
」
スタンフォード A 型は心臓から上向きに出ている上向大動脈から弓部に
かけて解離が発生。スタンフォード B 型は腰や足に向かう下向大動脈に
解離発生（右の図は川崎大動脈センターの HP に掲載の動脈の部位）
②【予兆】
特になし。1 月 4 日（日）夕刻に背中が痛むので、膵臓？ と思ったが。
それゆえ「急性」なのか？

ある日突然に！

③【原因】
内膜に亀裂が生じた原因は不明。外的な衝撃では発症しないらしい。
高血圧は因果関係あり。最大血圧と最小血圧との幅が 30 程度で、降圧剤を服用していた。
また、バターピーナッツと柿の種が好物なので塩分が多かったかも。
急に寒い所に出て血管がキュット収縮するのは良くない。夏場の冷房の効いた部屋への出入も要注意。
思えば、1 月 1 日元旦に 10ｋｍのローレースを走ったのが一因か？
④【手術】
手術は胸骨を電動のこぎりで切って、上行大動脈の解離した部分を
人工血管に置き換えた。
（右の図は東京都 CCU 連絡協議会 HP に掲載の人工血管置換手術）
⑤【手術後】
医師の説明では、私の大動脈の解離は腰まで及び、まだ、スタンフォ
ード B 型の解離も残っているので、悪化しないか経過観察中。考えてみれば私の血液型は AB 型なの
で、
「両方有りか」と妙に納得。塩分量は 1 日 6ｇ以下に制限中。
⑥【近況】
昨年 2 月の東京マラソンの審判は欠席。ご迷惑をお掛けしました。爾来、審判講習も受講せず。
今年 5 月から地元の野川公園のジョギングクラブに顔を出し、緑の中をウォーキング。
まだ、一人で電車に乗って外出するのは難しい状況（本人は大丈夫と思っていますが）。
右上の写真は撮りたての新しいものです。
以上（2016.07.06 記）
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家庭菜園

2016/7/26 長沼秋男

自分で野菜を育てると新鮮な野菜が、いつでも安心して食べられ食卓が豊かになります。安心な野菜を
食べることこそ、家庭菜園の魅力です。
土を耕し、種を撒き、支柱を立て、雑草をとり、水をやる。手入れをすればするほど答えが返ってきま
す。天候に一喜一憂し、うまくいってもいかなくても楽しい。それが家庭菜園です。とはいえ、家庭菜
園はそんなに簡単な作業ではありません。まず日々の天気が気になります。雨が多すぎると根ぐされし
たり、逆に雨が少なすぎでも土がカラカラ乾いたりしてしまいます。気温が高すぎでも低すぎてもうま
くいきません。そして一番大変なのは草とりです。雑草が毎日毎日生えてくるのでとにかく雑草との戦
いです。又、仕事、家庭から離れ無心で土と触れ合い自然の風に当たり野菜が育っていくのをながめる
のも楽しいです。家庭菜園に挑戦してみてはいかがでしょうか。

「近況報告」

梨子田 伸也

アカデミーには 34 歳で入会以来 23 年間お世話になっています。…
日頃、練習会にも出られず御無沙汰ばかりで、申し訳ありません。…
現在も仕事が忙しく、土曜日の休みもあまりない状態でアカデミーの練習会にもな
かなかお伺い出来ません。…3 年ほど前から特に忙しくなって、running が全く出来
ない時期もありましたが、昨年あたりから少しづつ、running を再開し…今では週
に 3～4 日真夜中ですが、running が出来るようになりました。…長澤さんにお願い
して毎年、皇居で行われるスコット駅伝で走らせて頂く以外はもう何年もレースに
は出ていません。…一時は全く走っていなかったので、かなり走力が墜ちましたが、先日のスコット駅
伝で皇居一周 20 分代で走る事が出来、大分走れる身体に戻ってきたような気がします。…自分も 57 歳
になり、体力も堕ちる一方ですが…出来ればまた走り込んでレースにも出てみたいなと思っています。
…休みがうまくとれれば、アカデミーの練習会にも参加させて頂きたいと思います。…
今後共宜しくお願い致します。(^o^ゞ……

Ｍ・アカデミー：普及部からのご案内
◎箱根駅伝 1 区試走 （大手町読売新聞社～横浜市鶴見中継所）
10 月 9 日（日曜日）

午前 9 時 30 分集合 午前 10 時スタート

◎高尾山マラニック 高尾山⇒陣馬高原下～高尾山
11 月 3 日（木曜日） ＪＲ高尾山北口バス乗り場①集合、午前 9 時 15 分集合 9 時 32 分発
◎箱根駅伝 2 区試走 （鶴見中継所～戸塚中継所）
12 月 11 日（日曜日） 9 時 30 分集合 10 時スタート
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平尾 敏

マラソンの始まりは子犬でした
会員 No.235 冨澤 展一
私は生来の運動音痴で、走、投、打共に苦手で

とです。

した。逆上がりも大人になってから子供用の小さ

その年は１０㎞走を１０回ほど走り、翌年はハ

な鉄棒でやっと出来たほどですし、人より早く走

ーフマラソンを何回かと青梅の３０㎞を走って、

った記憶はほとんど有りません。ですが、スポー

数年後にはフルを走れるかなと思っていたとこ

ツ観戦は好きで、なかでもマラソンや駅伝は、た

ろ、そうもいかないことになってしまいました。

だ走っているのを見るだけなのになんで面白い

「ノブさんマラソンいつ走るんだい、楽しみにし

んだろうと思いながら、見始めると最後まで見入

てるんだから」と姉が言い出したのです。姉の言

っていました。あの長い距離をあの速さで走りき

うマラソンとは「長野マラソン」のことで、コー

る選手への畏敬の念がそうさせたのでしょうか。

スは今と違い志賀高原の玄関口である山ノ内町

４２㎞も走るのはどんな人だろうすごいな、と

がスタートで私の故郷の中野市を通り最後は長

感心しきりだった私がフルマラソンを走るよう

野市でゴールするというものでした。姉の家がコ

になったきっかけを造ってくれたのは、我が家に

ースのすぐ近くにあり毎年応援に行っていたの

来た子犬でした。散歩はもっぱら私の役目で、初

で、私の実力はおかまいなしで走るように言った

めは躾が大事と一緒に歩くようにしむけていた

のです。そこで長野の前に一度フルを走っておこ

のですが、嬉しくて走り回っ

箱根駅伝コースで先頭を走る

うと思い、秋の筑波マラ

ているのを見ているうちに、

ソンに参加しました。こ

「犬のために散歩をしている

れまた不安がいっぱいで

のだから、犬が走りたい時に

した。そしてそれが的中

は走ってやろう」と思うよう

したのは３５㎞過ぎです。

になりました。

体中がもう動きたくない

思うのは簡単ですが、走る

と言いだしましたが、と

ほうはそうはいきません。始

にかく止まらないことと

めは次の電柱まで行くと息が

ゴールしたら思い切り水

切れてしまい「まて、まて」

を飲んで何か食べようと

とリードを引っ張るようなテ

そればかり考えてどうに

イタラクでした。しかし慣れとは恐ろしいもので

かゴールにたどり着きました。そしてさあ水をと

一年も経つうちに長い距離を一緒に走れるよう

口に含んだところなんとも変な味がして飲むこ

になったのです。

とができませんでした。元々胃腸が弱いのでこう

ちょうどその頃後輩が「マラソン大会に出るん

なったようです。

だ」というので私もエントリーしました。今も正

結局飲まず食わずで、家にたどり着くなりドタ

月明けに荒川でやっている「谷川真理ハーフマラ

リと横になり、砂糖湯なら入っていくかと作って

ソン大会」です。この会には５㎞走と１０㎞走も

もらい次はオカユといったテイタラクが３回ほ

ありました。「せっかく参加するんだから５㎞じ

ど続きました。家内はこの時の印象がよほど強か

ゃなく１０㎞だろう」と思い申し込みましたが、

ったらしく、後で聞いた話ですが「マラソンを止

不安いっぱいのスタートでした。私が５７歳の正

めるように言って」と兄に何度もたのんだそうで

月のことです。今でも覚えているのはヒザが痛く

す。ですが、私のほうはフルを走れたのが嬉しく

なるのを怖がって前半はごくゆっくり走ったこ

て職場でいつもマラソンの話をしている人に言

と、それでも後輩の一人と一緒にゴールできたこ

ったところ「会社のランニングクラブに入ったら」
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と言われ加入しました。そこに長澤さんがおられ

６時間を越えてしまったのです。その時は悔しく

たのです。

残念に思いましたが、そうなったのには私なりに

そして長澤さんのお世話でＭ・アカデミーに入

物語があったからなので、今では懐かしく思い出

れていただき、審判の資格も取ることができまし

しています。

た。今、私の生活の何分の一かは「Ｍ・アカデミ

伝統ある M・アカデミーの会報に私のようなナ

ーの行事に参加すること」「競技役員として陸上

マクラランナーの体験記を投稿して済みません。

競技大会に参加すること」「毎朝のジョギングを

「だいたい４時間も掛かったくせに誇りに思う

含めマラソン大会に参加すること」で成り立って

もないもんだ」と鼻白む思いの方もいらっしゃる

います。これらへの道を開いていただいた長澤さ

と思いますが、会員の中にはこんなヤツもいるん

んには心から感謝をしています。

だと笑ってお許しいただければ幸いです。

私はこれまでに２０回ほどフルを走りました。

このうえはＭ・アカデミーの名誉を汚さぬよう文

初回を含め４時間台で走ったことを内心誇りに

字どうり微力ですが会の運営に協力させていた

思っていたのですが、じつは３回５時間越えをし

だこうと思いますので、今後ともよろしくお願い

ています。そのうち２回はわずか数分とはいえ

します。

●「熊本地震への義援金」ありがとうございました。
～会員・元会員及びご家族の皆様へ～
去る 4 月下旬、M・アカデミーとして、熊本地震（及び東日本大震災）への義援金を募りましたとこ
ろ下記のとおり皆様から多くの善意を頂きました。
人

数

金

額

うち東日本指定

1,000×18 名

18,000 円

2,000× 5 名

10,000 円

1,000 円

3,000× 1 名

3,000 円

1,500 円

5,000× 1 名

5,000 円

10,000× 2 名

20,000 円

20,000× 1 名

20,000 円

10,000 円

合計 28 名

合計 76,000 円

合計 12,500 円

長谷川様、大嶋様
正岡様

以上を踏まえ、M・アカデミー負担金を加えて 80,000 円を「被災された方への義援金」として熊本
県庁へお送りしましたのでご報告申し上げます。

●今年も「東日本大震災への義援金」をお渡ししました。
第 1 回スポーツの森ロードレース大会より、参加ランナーに RUNx10（ﾗﾝﾊﾞｲﾃ
ﾝ）による東日本大震災復興義援金を募り、M・アカデミー負担金も加えて「復興
義援金」を 5 年間に亘りご支援してきました。
本年も第 6 回スポーツの森ロードレース大会にて参加ランナーから 29,795 円の義
援金を頂きました。
これに前記の会員からの義援金及び M・アカデミー負担金を加えて 50,000 円を大
田区長にお渡ししましたのでご報告いたします。
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ＭＡ会員の大会参加の記録（2016.05.08～2016.06.19)
開催日

大 会 名

距 離

2016.06.19 第32回西湖ロードレース

2016.05.29

第36回スポニチ山中湖
ロードレース

西湖一周
（10km）

山中湖一周
（13.6km）

第36回鹿沼さつきマラソン

氏

（2016.08.03現在:WEBサイトなどにて検索、判明分）

ｸﾞﾛｽ
ﾀｲﾑ

名

井上 育雄

52:20

ﾈｯﾄ
ﾀｲﾑ

総合順位

種目別順位

種目名

51:58

100/1255

58/319 男子60歳以上

秦野 光雄

1:16:35 1:15:30

1166/1255

289/319 男子60歳以上

井上 育雄

1:28:44 1:28:34

2036/4695

906/2254 男子壮年

秦野 光雄

1:56:16 1:52:26

4092/4695

1944/2254 男子壮年

5km 小野澤 光夫

43:03

5000m 佐藤 誠一郎

31:54

10km 佐藤 誠一郎

1:08:19

43:00

1392/1431

258/279 男子60歳以上

2016.05.08

第41回ﾘｽﾀｰﾄﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ
in味ｽﾀ
第6回スポーツの森ロード
2016.04.17
レース

21/21 5000m第1組
男子壮年

細野 史晃（Sun Light RC 代表）コーチのプロフィール
M・アカデミー特別会員
主著：マラソンは上半身が９割・ マラソンは三日坊主で大丈夫！
「30 分でトップアスリートのように軽い走りを身につける」を モットーに
重心移動の観点から作った楽 RUN メソッドで多くのフルマラソン完走者や自己
記録更新ランナーを輩出。
認知心理学をベースに工夫を凝らしたメソッで身体の知識だけでなく、どう
伝えたら人は変化するか？に特化した指導スタイルには定評があり、
ビーチフラッグス、ビーチスプリントの日本代表選手の指導や、テコンドー日
本チャンピオンなど多種多様な競技選手からの信頼も厚い。
好評発売中！
新刊「マラソンは三日坊主で大丈夫！」
著書「マラソンは上半身が 9 割」 Web: http://sunlightrc.com
編集後記

森藤 博之

会報 88 号が今回皆様のご協力で発行が出来ました事を感謝いたします。
Ｍ・アカの大きな行事①第 6 回スポ―ツの森ロードレース大会と②第 21 回小・中学生陸上交流大会が
無事終了しました。また、小・中大会には斎藤文彦様から今年も寄付を頂きました事を合わせてご報告
致します。
今回も塚本さんからＭ・アカデミーに入会した当時の練習会で活気ある走る集団と感じましたとの感
想文や、冨澤さんからの「マラソンの始まりは子犬でした」全く走れない方がフルマラソンを完走する
までのお話は非常に興味をいだかせました。また、斎藤さん自身が緊急手術した急性大動脈解離の体験
報告、その他にも細野コーチの自己紹介、梨子田さんの近況報告や長沼さんの家庭菜園、松村理事長の
小・中大会を終えての感想文等皆様から多くの寄稿文をお寄せ頂き有難うございました。
さて、4 年に 1 度のスポーツの祭典リオデジャネイロ五輪が 8 月 6 日開幕いたしました。日本の選手
には前回のロンドン五輪大会より 1 つでも多くのメダルを期待したいですね。
最後に梅雨があけ夏本番で毎日暑い日が続いております、熱中症対策予防に水分補給に努め元気に夏
を過ごして下さい。
8

