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Ｍ・アカデミー主催 第 1 回 トラック競技フェスタ２０１７開催決定
2017 年 4 月 16 日（日）午前 9 時競技開始【大井陸上競技場】
2011 年からスポーツの森ロードレース大会を 6 回開催し
てきましたが、この度会場が東京オリンピック 2020 年の
ホッケー競技会場となり、施設整備を行うため、事前にコ
ースの確保ができなくなりました。よって装いも新たにト
ラックによる長距離競技を 2020 年まで開催致します。
「競技種目」1500ｍ・3000ｍ・5000ｍ・10000ｍ
サブイベント:4×100ｍリレー

第 25 回Ｍ・アカデミー総会開催のご案内
1.日

時：2017 年 3 月 18 日（土）午後 2：30～4：30
（総会終了後懇親会を予定）

2.会

場：品川区立中小企業センター内小講習室
（☎

03-3787-3041）

3.所在地：品川区西品川 1-28-3
東急大井町線下神明駅徒歩 2 分 ＪＲ大井町駅徒歩 15 分

日お亡 くな り にな りま し

お知ら せ

月

19

瀬 戸邦 宏 副会 長 は かね て病 気 療 養 中 で し

た が、 去 る

た。瀬 戸様 には、我が Ｍ ・アカデ ミー の理事

長 ・副会長と して長 い間ご指導 いただき クラ

ブ の発展 にご 尽力 いただきま した。

また、陸連 公認審 判員と して多 く の会員が

回全 国障害者 スポ

お世話 にな りま した。 そして２０１４年 には

長崎 が んば ら ん大会 第(

ー ツ大会 の)千葉 県 選 手団総 監督 を務 め るな
ど障害者 スポー ツでもご 活躍さ れま した。

ここに謹 ん でご 冥福 を お祈 り いた します。
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アカデミーＪｒ・陸上教室
の諸連絡網の確立
これまでアカデミーＪｒの連絡方法は電話
や郵送で行っていましたが、会員数の増加で
このやり方では困難となってきましたので
この度、佐々木まゆみ様のお働きにより団体
活動連絡網メーリングリストアプリ「らくら
く連絡網」を利用して皆様へ一元的に情報を
発信できる方法を確立しましたのでご連絡
致します。
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それぞれのオリンピック②

～社会人人生はオリンピック工事から始まった～

長澤 卓美

小生、昭和３９年東京オリンピック開催に関して、工事では貢献できたと思ってお
ります。昭和３８年１８歳で大林組に土木担当として入社し、東京駅東海道新幹線工
事の基礎から線路新設・ホーム新設迄行い、２番目の現場では代々木体育館前

岸記

念館・山手線線路脇から渋谷ＮＨＫ放送センターまで約１.５ｋｍ間、道路新設と改修
工事を担当しました。

厚顔の美少年は 65kg

当時は東海道新幹線も競技場に付随する道路工事も、すべての工事が突貫工事で雨でも作業・・・
２番目の現場では特にやばい経験をしました。石積みを作る箇所に縦断的（道路方向）にφ１，２０
０ｍｍの下水管があり（切り回しには工期無？）少し掘っては仮受、少し掘っては仮受をしながら石
積みで巻きこみました。手間もかかり怖かった思い出です。埋設場所は現在代々木体育館の渋谷駅側
１０ｍ以上ある石積の中の道路より下部に埋設されています。
その後、地盤変化による石積の変化を予想し、数回自分自身でレベルチェックをしました。・・・変
化なし！これは誇りに思っております。でも、今でも当時の夢を見る事があります。
これから東京オリンピックまで３年数か月です。工事では色々な事情が有っても担当者は最新の技
術力・情報力でカバーして工事を完成して頂きた

思い出の東京駅東海道新幹線 19 番ホーム

い！！「後遺症の無い仕事を願う」
オリンピック初当日はもちろん仕事でした。３番目
の現場、荒川水系水門工事で鋼矢板打ちの監督をしな
がら・・・花火の合図でオリンピックが始まったとい
う記憶が残っています。
工事とは別に、今回の東京オリンピックに我Ｍ・アカ
デミーの会員は陸上競技審判員として沢山の方が参加
できると思います。悔いの残らない貢献を願っており
ます。
東京駅工事事務所の竣工旅行時（後ろ真ん中）

浜松町浜離宮見学時

東京オリンピック会場第一代々木体育館

代々木体育館渋谷駅側の線路側の石積
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水戸漫遊のキセキ
石堀 和雄
初の地元でのフル「第１回水戸黄門漫遊マラソン」

を多くの場所で受け、ハイタッチが忙しかった。

（10 月 30 日開催）。１年前から試走会を行うなど

17 ㎞の表示が 18 ㎞寄りにかなりずれており、高

の準備をして、５月から走り込みを開始。順調に

校生の距離表示係に声をかけたが、その後も複数

２か月が過ぎた６月末、左股関節

の箇所で不正確であったため黙認

のわずかな痛みが試練の始まりだ

した。次回の反省点であろう。集団

った。そのうち痛みは消えるだろ

の力を借りながら第２関門を通過

うと、キロ７分程度でスタミナづ

すると、中間点付近で人垣の中から

くりを目的に７月は 300 キロを走

家族を見つけ、用意していたエネル

破した。しかし、８月になっても

ギーゼリーを受け取り、記念撮影。

痛みが引かず、次第に走行距離を

25 ㎞あたりからは、歩くランナー

落としたものの、逆に痛みが増す

もちらほら見られ、キロ７分が遅く

始末。９月は走ることを完全に中

ないペースであることを実感し始

止しウォーキングや補助トレなど

めた。と同時に時間内完走が見えて

のリハビリに専念した。10 月にな

きた。28 ㎞過ぎの職場近くでは、数

り、そろそろと思い走ってみたが

３３キロ手前で家族を発見

人の知人がびっくりしたような笑
顔を返してくれた。地元ならではの

スロージョグ 400ｍで痛みが発生
し、ついに整骨院の門をたたく。何とか３週間後

お楽しみだ。32 ㎞付近は普段から走っている道。

のスタートラインに立ちたいとお願いした。この

車道を多くのランナーが走っていることに目頭

整骨院は、アクチベータという治療具で骨の歪み

が熱くなった。車移動した家族から２度目の栄養

などを矯正する治療法で、先生からは股関節周囲

補給。水戸のランナーの聖地「千波湖」を１周、

に歪みが見られ、左足も少し短いですねと指摘を

給水係を担当する仲間に預けた走友会ののぼり

受けた。しかし、治療の甲斐なく痛みが消えず、

旗が眩しかった。41 ㎞過ぎにはこのコース最大の

ついに出場を断念し、周囲には応援宣言を発信し

難所、300ｍほどで 23ｍも上る心臓破りの坂、周

た。

りはほぼ全員歩いていたが、しっかり走りきった。

そんな状況が変わり始めたキッカケが、たまた

一度も歩くことなく４時間４４分４４秒の記録

ま利用期限が迫っていた温泉施設回数券。１日お

証を手にした。平均ペース６分４５秒での奇跡の

きに２度利用した所、千波湖１周（３㎞）のジョ

水戸黄門漫遊記である。
その後、股関節の痛みは年内いっぱい続いたが、

グが可能となり、本番数日前には３周９㎞を何と

新年に入りようやく消えつつある。

か完走した。整体治療の成果なのか、温泉効能か
は不明である。途中棄権でもいいので、仲間の輪
に加わりたいという欲望が心を動かした。本番特
有のアドレナリン分泌により第２関門の 19.7 ㎞
までは行けるかもしれない。応援宣言を翻し強行
出場に踏み切ったのである。
当日は念のために鎮痛剤（ロキソニン）を服用
した。キロ７分を守ることが絶対条件なので、は
やる気持ちを抑えて前半を走る。６～９キロは対
面通行になるため、水戸石川走友会から出場した
３０人の仲間を撮影しながらの、楽しいひと時。
股関節に違和感を持ちつつも 10 ㎞,15 ㎞のポイ
ントを無事通過する。大会事務局が募集した「ラ

スタート前の仲間たち

ンナー応援隊」と称する各地元住民の温かい声援
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箱根駅伝試走

第 2 ラウンドがスタートしました
平尾敏

足掛け三年に亘って行われた箱根駅伝試走は第 2 ラウンドを平成 28 年 12 月にスタートしました。
当初は 10 月に予定されていましたが想像以上の豪雨に見舞われ中止・延期のやむなきに至りました。
満を持して再挑戦をしたのは 12 月 11 日、当日は絶好のマラソン日和に恵ま
れて全員完走を致しました。
今回はゲストランナーに大林組から山本麻未さん、中村陽子さん、九石研一
さんの三人をお迎えしました。常連の竹下奈緒子さん、森倉晋さんを加え、エ
ムアカから山本英夫さん、松村定志さん、冨澤展一さん、大岩根浩一さんに私
をいれて総勢 10 名のツアーとなりました。
歴代優勝チームのプレート
1 区スタートの読売新聞前は今やランナーのメッカ
になりつつあるようです。M・アカデミー以外に 2 チ
ームが鶴見に向けてスタートしていきました。駅伝の
モニュメントとスタート地点は社屋を挟んで背中合
わせになります。我々も、
「絆」像を背景に記念写真を
写し、午前 10 時にスタートしました。途中 6 キロか
ら 7 キロを目安に 3 か所で給水を兼ねて休憩を取り
ながらのランニングとなります。季節柄、大量の汗を
かくこともなく水分に加え、アンパンなどの炭水化物
も加えてエネルギー補給を致しました。
スタートして約 4 キロで増上寺前を通過、8 キロ地点では八ツ山橋の坂道を登ります。疲れもピーク
に近づくころ、六郷橋を渡れば東京から神奈川県に入りゴール
まではあと 3 キロです
スタートしてから約 3 時間余り、目的の鶴見市場の中継点に
到着しました。
鶴見中継所でタスキをつなぐ銅像の前にて全員で記念写真を
撮り無事終了です。
その後横浜ではレトロな銭湯にて汗を流し、鶴見の中華料理に
舌鼓をうちました。
22 キロを走りました
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アカデミー会報に接して
鈴木 義勝
2017 年も明けました。久し振りにペンをとりま

かしいですね。又あの長距離

した、もう 10 年ぶり位の投稿です。

砲の斎藤文彦さんが何で大動

Ｍ・アカデミーがクラブ運営で諸課題を抱えて

脈解離を患ったのか不思議で

いる事は毎号の会報で理解しています。小中学生

した。手術・リハビリさぞ大

陸上競技交流大会やスポーツの森ロードレース

変だった事でしょう。再び元

で会員の総力が結集され、児童・生徒の陸上競技

気な姿を見たいものです。そ

への意欲をかきためるための貢献は大なるもの

して今箱根駅伝コースを再びチャレンジしよう

がありましょう。

とすることの意気込み、遅いランナーが（平尾さ

さて、今回の目的はここ数年立派な我がＭ・ア

ん････ゴメンナサイ）完走する姿等、Ｍ・アカデ

カデミーの会報についての感想です。会員

ミーの会報は他のクラブには出来ない立派なも

の方の全国あちこちの大会に参加して活動して

のでした。毎号の巻頭に石上会長や松村理事長の

いることにまず敬意を表します。私も今 81 才、

運営方針等を目にするにつけ私も経済的に許せ

60 代までは切磋琢磨してタイムをながめました

ば少しでもお手伝いをし昔の広報部員の感を取

が、今は 10 ㎞~前後の観光ウオーキングになって

り戻したいとは思っていますが、何はともあれ現

います。毎号の記事で感動することもしばしば、

状は妻の介護に手一杯、毎月々が生きていくため

アカデミージュニアの成長記録、富士見高原合宿

の勝負なので月例会もゴメンナサイです。でも

記、小池さんの報告、微に入り細に亘っての様子

Ｍ・アカデミーとのつながりは会報で楽しんでい

は手に取るようにわかります。秋のマラニックで

ます、ありがとうございます。

の農地での収穫祭はどんな発送から出たのでし

日常生活は浄土宗のお寺で仏門に帰依し仏様

ょうか、走ったあとは温泉で英気を養いいいです

の内弟子の一人としてお念仏と称え西方浄土に

ね、疲れも忘れたことでしょう。長澤さんも７２

迎えて下さる日々を阿弥陀如来様に祈っていま

才で運動不足をおぎなうために見知らぬ仲間と

す。

数多く走っている姿、千葉マリンや東京マラソン

会報の感想がつれずれて失礼いたしました。３

等、そして石堀さんの青梅マラソン２８回出場の

月の総会で又会いましょう。

新聞記事、何度走っても飽きない青梅のコース懐

平成 29 年 1 月 7 日記す

アカデミーJr 通信

アカデミーJr 部長

大河内 暹

今年の冬もあい変わらず多摩川六郷土手の河川敷は冬の風が吹いていて身にしみる感じがいたしま
す。そんな中、アカデミーJr のメンバーは、コーチも含め皆陸上の練習に励んでいます。冬の期間は、
陸上の基本の動き作りのほか持久走を中心とした練習を
行っております。12 月 18 日(日)には、板橋の荒川戸田橋
陸上競技場で行われました、東京都小学生ロードレース
大会に纐纈さん、岩田君、萩原君、白栁君の４名が参加し
1,500m のコースで日頃の練習の成果を競いました。長い
距離のレースははじめての小学生男子は大変だったと思
いました。結果として特筆したいのは、纐纈さんが小学 6
年生女子の部において大会新記録で優勝したことでし
た。掲載した写真はレース後に撮ったものです。多摩川の川面を吹いて来る寒い風が必ず来る春を招い
ていると感じられる今日この頃です。
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第 31 回（１７回目）田沢湖マラソンを走って

長澤 卓美

大会開会式にてＭ・アカデミー佐々木名誉会長・ゲストランナー土佐礼子さん
今年も恒例の田沢湖マラソンに参加、前日秋田

ンがありゆっくりながら我慢・歩かない・腕を大

の実家に泊り、当日は３歳年下のＦ君の奥様の運

きく振る３つを肝に銘じ、後３ｋｍ付近からは後

転で現地到着、Ｆ君は１０ｋｍスタート（たつこ

から若い人には追い抜かれるが食らいつきなが

像）私は２０ｋｍスタート（湖畔）から出発する。

らゴール！！昨年より１分遅い！！記録証を頂

又、フルマラソン参加の２名と受付会場で会いお

き、１時間 48 分 16 秒 70 歳以上男子５位。昨年

互いの健闘を約束した。フルマラソンのスタート

は４位だったがタイムも遅いし満足した。同時ス

地点は大会会場の上から、其々のスタート地点に

タートした３名も力を出し切りゴールしたとの

着き同時スタートとなった。天候曇り、気温 25 度、

連絡を受け、仲間との関係がさらに深まった。

湿度 87％、西風 0.7ｍのマラソン日和、距離は違

当日夜、こちらも恒例で田舎の中学の仲間が 12

うが気象条件は一緒ですから本人の調子でどん

人完走を祝ってくれた。走る仲間が３人出来。中

なゴールが出来るかでした。

学の仲間も毎年完走を祝ってくれる。本当に有り

私はスタートから田沢湖の伝説を思い出しな

難い。田舎との繋がりと走る仲間との輪が広がる

がら・・・

ことに感謝して翌日新幹線で帰宅した。次は 10 月

“当時、辰子と言う美しい娘がその若さを保とう

9 日流山マラソンに 72 歳にして初めてマラソン

と観音菩薩に願掛け、お告げは山深い泉を示され、 10ｋｍに挑戦した高校の同級生Ｙ君の話である
その水を飲んだら急にのどが渇き飲み続けたら

参加は昨年からの約束である。今年になってから、

竜へと変化し、自分の身に走った報いを悟った辰

Ｙ君は長野の山登りとお世話になる宅の畑の手

子は泉を広げ湖とし、そこの主として暮らすよう

伝いをしながら練習に励み（メール交換は 20 回

になった。悲しむ辰子の母は別れを

くらい？）トレーニング方法（機械購

告げる辰子を想って投げた松明が水

入）
・姿勢・走る距離の伸ばし方等・・・

に入ると魚の姿となり、これがクニ

初歩から始まり、スタート時は制限

マスの始まりという伝説である。”八

時間 80 分を少しオーバーまでにな

郎潟太郎との噂までは考えない事と

った。今年はスタートから大雨でも

した。

結果は 1 時間 22 分でゴール。6.4ｋ

そうこうしている内に御座の石（5

ｍの関門をクリアしたのでゴールが

ｋｍ付近）を過ぎ、苦しみながらも

出来た。私は悪戦苦闘の結果昨年よ

10ｋｍ（たつこ像）に近づいた。其

り 1 分遅い 50 分 11 秒 60 歳代 11 位、

処には実家の兄貴が応援に来ているので「おーい」

昨年と順位は一緒であった。今回の収穫は囲碁の

と手を挙げた写真が上手く捉えてくれた。これで

仲間（Ｙ君は 5 段）であり、走る仲間が増えた事

半分、ここからが大変、３回の大きなアップダウ

に感謝です。
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秋のマラニック
森藤 博之
ＪＲ高尾駅に 8 時 40 分集合との平尾さんから
メールをもらい集合場所のバス乗り場に行った
ら 1 名を除いて既に皆さん並んでバスを待ってい
ました。今回６名（松村・平尾・山本・冨澤・正
岡・森藤）の参加。当日（11 月 3 日文化の日）は
好天でバス乗り場には大勢の人が並んでいまし
た。１名遅れるとのことで 8：50 の臨時バス（後
で知ったらしい）に先発組 3 名が乗車したが満員
で立ちどうし、定時のバスに後発組の 3 人は悠々

したいので次の山頂・城山を目指して陣馬山下か

と座席確保、陣馬高原下には殆んど時間差なくバ

ら出発歩行・マラニック。途中高尾から上ってき

スは到着（先発組も定時のバスに乗ればよかっ

た登山者の方と挨拶をしながら城山山頂（670ｍ）

た？）しました。登山口で各人着替えをし、松村

に到着。ここから小仏峠や相模湖方面に向かう道

さんは本格マラニック、他の５名はマラニックと

が分かれますが、我々は一丁平・紅葉台方面に進

歩きの混合でスタート、登山道路は大木で日差し

路を取り高尾山山頂

が遮られ涼しく気持ちよい心

（599ｍ）に向かって

地で程なく和田峠に到着。後

進み、どうにか日暮

は階段を昇れば白馬の像陣馬

れ前に到着、もちろ

山山頂（857ｍ）へ、山頂は天

ん松村さんがトップ

気にも恵まれ大勢の人でいっ

です。山頂はまるで

ぱいで絶景の富士山が我々を

渋谷の交差点みたい

迎えてくれました。

に登山者で溢れてい

次は景信山を目指して途中

ました。全員の到着
陣馬山山頂
奈良子峠～明王峠～底沢峠と各人アップダウン
を待って高尾山を下山、途中ケーブルカーは 1 時
を繰り返しで景信山（727ｍ）に到着しました。こ
間待ちとの放送が聞こえてきました。高尾山口で
こで昼食を取り休憩、周りにはお湯をランプで沸

全員揃って待望の高尾の山麓に湧き出た天然の

かしてカップラーメンを美味しく食べておられ

湯、京王高尾山温泉極楽湯（少しお湯がぬるかっ

ました。山でのラーメンは格別美味しいようです。

た）に浸かり疲れを取り同お食事処でお疲れビー

ここでも富士山がよく見えました。秋口は夕暮れ

ルで乾杯と食事をして散会しました。

が早いので最終の高尾に日があるうちにゴール

ゴールの高尾山頂

極楽湯にて乾杯！三唱
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ＭＡ会員の大会参加の記録（2016.10.30～2017.1.29）
開催日

種目名

大会名

氏

ｸﾞﾛｽ･ﾀｲﾑ

名

ﾈｯﾄ･ﾀｲﾑ

総合順位

種目別順位

種目名

2016.10.30 第1回水戸黄門漫遊マラソン

フル

石堀

和雄

4:44:44

2016.11.06 福生健康マラソン

10km

佐藤

誠一郎

1.10.47

2016.11.13 2016成田ＰＯＰラン

10km

長澤

卓美

51:03

50:58

291/871

21/125 男子60歳以上

ハーフ

正岡

久武

2:03:02

2:01:35

869/1436

95/194 男子60歳以上

フル

佐々木

5:24:23

5:18:01

9276/11350

9276/11350

2016.11.13 第2回さいたま国際マラソン

2016.11.20 銚子半島マラソン

高信

長沼

秋男

5:50:05

5:34:01

10684/11350

10684/11350

柴崎

良雄

5:57:36

5:50:02

11198/11350

11198/11350

1:17:56

8km

平尾

敏

10km

山本

英夫

59.08

長沼

秋男

1.00.43

冨澤

展一

1.01.23

1.01.03

柴崎

良雄

1.03.22

1.03.03

〃

平尾

敏

1.25.58

1.25.04

男子60歳以上

〃

80/80 男子60歳以上

58.48

14/35 男子70歳以上
男子60歳以上
17/35 男子70歳以上

59.46

2016.11.20 第30回宇都宮マラソン

クォーター
佐 々木

2016.11.26 第5回蓮田マラソン

10km

長沼

秋男

59:50

39/86 男子65歳以上

2016.11.27 第11回山武ロードレース

10km

長澤

卓美

49:30

25/118 男子60歳以上

2016.12.03 上智大学マラソン大会

5km

佐藤

誠一郎

31.14

2016.12.04 第5回壬生町ゆうがおかマラソン

10km

佐々木

高信

55.31

2016.12.11

卓美

1:26:16

1:26:04

909/1901

森藤

博之

1:45:11

1:45:04

1705/1901

洋悦

1:07:02

1:06:21

945/1136

5.10.03

5.08.42

1718

10km

小熊

2016.12.18 第3回はが路ふれあいマラソン

フル

佐々木

第41回サンスポ千葉マリンマラソ
10km
ン

高信

松村

定志

48.40

48.25

379/2760

長澤

卓美

52.51

52.40

626/2760

53.46

53.18

707/2760

佐々木

2017.1.29

161

第19回ニューリバーロードレースｉｎ八
10マイル 長澤
千代

2016.12.11 第24回小川和紙マラソン

2017.1.22

高信

518/520

フル

第37回館山若潮マラソン

森藤

博之

1.11.21

1.10.54

2071/2760

秦野

光雄

1.16.52

1.14.44

2240/2760

5.10.51

5.03.12

4640

佐々木

高信

228/266 〃
178/212 男子60歳以上

会報
編集後記

90

森藤 博 之

号が今 回も皆様 のご協 力 で発行 が出来 ま

した ことを感謝 いた します。

昨年 は熊本 地震、 年末 の糸魚 川大規模火災 があ り

ま したが、今 年 は穏や かな 一年 であ ってほし いも

のです。

ツ の森

日ご逝去さ れま した、謹 ん で

19

今般、Ｍ ・アカデ ミー の創立 から今 日ま で会 の運

月

1

営 に中 心的ご 活躍 し て いただ きま した瀬 戸邦宏 副

会長様が去 る

ご 冥福 を お祈 り いた します。

さ て今年 は Ｍ ・アカ の大きな行事、スポ

ロード レー ス大会 に代 わ りト ラ ック競 技 フ ェスタ

8

が行 わ れます会員 の皆さ ん大会 にご協 力 を お願 い

致 します。

1

今 回も長 澤様 から東 京 オ リ ンピ ック の思 い出 で

と恒例 の田沢湖 マラ ソ ン奮 闘記、 石堀様 から第

回水 戸 マラ ソ ンの奇跡的 な タイ ムと苦労話、鈴 木

区試走等、皆様 から多 数 の寄

1

様 から のアカデ ミー会 報 に接 し て の思 い出、 平尾

様 から の箱根駅伝

訂正とお詫び

号 の８ページ のベテラ ンの練習 の

稿文を頂き有難うござ いま した。

前会 報

記事 に誤りがあ りま した。

イ レギ ラー とあ る のは、 イ レギ ュラー に、

× と
× 6
に
200
2 あ る のは、 200
訂正してお詫び申 し上げ ます。

89

高信

86/266 男子60歳以上

