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長距離記録大会を終えて（アカデミーの成長を感じて）
副会長
今年はＭ・アカデミーとしては、初の試みの「長

鈴木

義勝

プしたと思わざるを得ません。

距離記録会」トラック競技フェスタ 2017 を

会場の内外での保護者やランナ

4 月 16 日に開催しました。

ー本人の意向も聞きますと、こ

よく行われているのはロードレースが一般的

ういう大会がもっとあってもい

にですがトラック記録を競うというのは、又違っ

いのではないか、大変励みにな

た緊張感もあり日頃の実力を発揮するチャンス

るものでありこれからの開催要

でもありました。

望も受けました、一方運営面から感じたのは少数

大会を終えて一言でいうと内容の濃いもので

の審判員構成でもレース間隔もスムースにいき

あったことが見受けられました。特に 3,000ｍ、

応援いただいた関係者もホット胸をなでおろし

5,000ｍでは自分の力を試すためにペースをじっ

ているでしょう。これも石上会長・松村理事長の

くり勘案しながら周回ごとのタイム把握等審判

人脈から豊富な協賛社を得られて運営出来たこ

員の目から見ても今後のステップに良い収穫も

とだと思います。心からランナーに感謝すると共

ありました。

にジュニアだけでなく自己記録にこだわり｛走る｝

今、我がＭ・アカデミーが直面している陸上競

ことの奥の深さを感じとってもらえた事がうれ

技の普及拡大への意識向上も老齢会員に続いて

しいです。参加者に感謝！ありがとう！そして

若い競技者発掘の一助になってきているのでは

Ｍ・アカデミーに幸あれ！！

と感じます。それだけ会員の取り組む姿勢がアッ
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アカデミーJr.通信
佐々木まゆみ
この４月より大河内部長の後任となりました

年間 3,500 円から 7,000 円に改定するなど新体制

佐々木まゆみです。アカデミーJr.は入会者が増加

にてスタートいたしました。保護者の皆さまには

し現在会員数は約 80 名です。新年度よりコーチ

ご理解ご協力を頂き心より感謝申し上げます。こ

は、これまでの細野・松村・佐々木と新たに日本

れからもどうぞよろしくお願いいたします。

女子体育大学陸上部の学生が加わり、また会費を

Ｍ・アカデミー
第２２回小・中学生陸上競技交流大会要項 競技会コード 1７130934
日

時 平成２９年６月１１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）です。

会

場 都立大井ふ頭中央公園大井陸上競技場 競技場コード 133080
京浜急行立会川駅 徒歩１５分、東京モノレール大井競馬場前駅 徒歩５分

競技種目 小学生 １・２年生 ５０ｍ、走幅跳、
３・４年生 ６０ｍ、走幅跳、ジャべリックボール投
５・６年生 １００ｍ、８００ｍ、８０ｍＨ、走幅跳、
ジャべリックボール投、４×１００ｍリレー
中学生 （公認）

１００ｍ、２００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、走幅跳、
４×１００ｍリレー

参加資格 中学生の参加者は、201７年度中学校体育連盟登録競技者
または中学校在学の日本陸上競技連盟登録競技者であること。
参加制限 １人２種目 (リレーを除く) 、定員６００名（先着順）
申込方法 インターネットでお申し込みください。
参 加 費 １種目５００円 (２種目１０００円)、リレー １チーム２０００円
Ｍ・アカデミー会員の皆様へ
大会当日、審判員・同補助員その他スタッフとしてご協力をお願いします。
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平成 28 年度定期総会開催
理事長

松村 定志

Ｍ・アカデミーの平成 28 年度定期総会が、3 月 18 日(土)14 時 30 分から、品川区中小企業センター
会議室で開催されました。開会に先立って、Ｍ・アカデミーの創立からご指導・ご尽力をいただい
た瀬戸邦宏副会長様のご逝去(1 月 19 日)を悼み黙祷を奉げました。
次いで平尾副理事長から開会宣言があり、冨澤監事より定足数と総会成立の報告がされ、金井彰彦
氏を議長に選出し審議に入りました。
石上会長より、「皆さんのご協力のもと 1 年間の事業を無事終えました。今後取り組むべき課題であ
る高齢化について早く手を打ちたい。ジュニア部門についても検討したい」旨、冒頭の挨拶があっ
た。
総会審議事項
第 1 号議案

2016 年度

活動報告

（1） 松村理事長より、前年度各部活動の総括報告があった。皇居定例練習会集合場所は、竹
橋工事中のため毎日新聞社前に変更した。
（2） ジュニア陸上教室参加者延べ人数は 1,231 名（昨年の倍）、ジュニア会員数は 77 名
第 2 号議案

2016 年度

決算報告、

山本会計担当より、一般会計及びロードレース大会・小中大会両特別会計の決算報告あり。
引き続いて、冨澤監事より監査報告があった。
※上記の活動報告及び決算報告は、拍手で承認された。
第 3 号議案 規約改正及び役員の補充について
松村理事長より、下記の提案があり拍手で承認された。
（1） ジュニア陸上教室の会費を 7,000 円／1 年間

とする。
（従前は 3,500 円）

（2） ジュニア育成部長は、大河内暹氏の退会に伴い、佐々木まゆみ氏が就任する。
（3） 瀬戸邦宏副会長のご逝去に伴い、新た
に次の 2 名を副会長に選任した。
鈴木義勝 様、金井彰彦 様
第４号議案

2017 年度 活動計画（案）

各部長より活動計画の説明があった。
総 務 部････夏合宿は 8 月下旬実施。
広報記録部････前年度同様年 4 回発行。
普 及 部････普及部は、本年度より
トラック競技フェスタ及び小中大会を主管する。
スロージョギング教室は、部員・加賀芙美子氏の指導者資格取得を待っ
て実施する。箱根駅伝試走は引続き行う。
審判養成部････各種競技大会への審判員派遣により大会協力費を得る。
Ｊｒ育成部････コーチ充実を図り、運営改善に努力する。
第 5 号議案

2017 年度

予算書（案）

山本会計担当より、次年度予算案の説明があった。
※上記の活動計画及び予算案は、拍手で決定された。
その他 金井副会長より、Ｍアカデミー25 周年を迎えるにあたり、永年勤続者への感謝状贈呈
の提案があり、理事会で検討することとした。
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それぞれのオリンピック③

「53 年前の思い出、第 18 回 1964 年東京オリンピック大会フィイルドホッケー競技」
小池

松

余り年を取り過ぎまして何から書いて良いの

して覚えていて下さる方々に可愛がって頂きま

か、まずこの年の 1 月に息子が生まれまして、神

した。ホッケー大会最終日にはお互いにプレゼン

奈川県より東京にオリンピック聖火が多摩川で

トの交換をして色々な国のお品を頂きました小

手渡しされる瞬間に息子を抱き、特注のオリンピ

野の全盛時代は小野時男、前校長先生は日本ホッ

ックマークのセーターを着せて日の丸を振って

ケー協会の理事長でもあり大会開会式には聖火

聖火を迎えました感動の瞬間です。

台のすぐ脇の席を取って下さり選手の階段を登

大会が始まる頃には息子も

って来る所、聖火を高く揚げ点火

少し大きくなり、私はホッケ

するあの瞬間幸せの涙がこぼれ

ーの役員に選ばれて両親に息

ました。前校長先生には大変ご指

子をあずけ駒沢競技場へ通い

導を受け可愛がって下さいまし

始めました。やっぱりインド・

た、何の恩返しも出来ず最後に寝

パキスタンの試合は素晴らし

付いた先生の介護を務めお見送

く見応えがありました。時折

りをしました。

休憩時に選手に近づき手話

またまたついていた話が主人の同じ年の従兄

や絵を書いて仲良しになってインド選手の「カ

弟があの頃「銀座の服部時計店」現在「和光」に

ルタル・シン」と写真を撮り、首に巻きつけてあ

勤めていた頃「外商係」青学で英語が達者のため、

ったネッカチーフをプレゼントされました、頭の

長野県のＮＨＫ海外ニュースを担当していてオ

ターバンを取る事は宗教上いけないのでしょう

リンピックには東京で柔道の解説者か何かをし

か、試合中はみなターバンをはずしていました少

た様でしたので、仲間の方々よりアベベの写真や

ない髪にチョンマゲの様に白い布で結んであり

色々の競技の写真をもらって今も私のアルバム

ました。大会中は毎日が楽しくお手伝いが出来ま

にあります。大会当時の記念品、茂原の自宅に帰

した、全国より集まった役員・一級審判員のその

る度押入れをかき出し整理に困っています、今と

中の一人の私は下の下先輩等の使いはしり、でも

なってはくずとなるのでしょうね。若い時はなん

あの頃小野学園ホッケー部は競技団体が少なか

でもほしがるままに買いましたが、今は何もいり

ったのです、一部の名前でしたがその後小野学園

ませんただ私に下さる物がありましたらお花の

と変わりましたが、決勝に残るのは大阪か東京で

種と食べ物、それにお酒。ハハハ。

したのでオリンピック大会ではよく稲ちゃんと
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以上

奈良マラソン大会と孫
相模 義夫
奈良マラソン大会は、今年で第８回目を迎えます。今年の開催日は
12 月 9 日（土）、10 日（日）です。この大会には、第５同大会か
ら参加をしております。実は、娘が奈良県天理市へ嫁ぎ、第４回大
会で娘と孫が一緒に走る（3km ジョギング）と連絡を受けたのが、
参加をするキッカケとなりました。第６回大会では、娘と共に
10km に出場し完走しました。その前日には、娘と孫（当時小学２
年生男子）と親子三代で 3km ジョギングを走り、楽しい思い出と
なりました（健康であることの大切さを強く感じた日でもありまし
た）
。昨年は、残念ながら 10 Km にエントリー出来ず、3km ジョ
ギングのみとなり、孫と一緒に走りました。この一年の孫の成長
（走力）が顕著に感じられ、うれしく思いました。娘は、1 0 Km
に出場し完走しました。娘が大会に参加する姿は、予想だにしていなかったので、自分の後を追って
くれることが大変うれしく思っています。今年も参加する予定ですが、孫と何時まで一緒に走る事が
出来るか追い越されるかが楽しみなランニングライフとなります。
大会後の晩は、娘家族（孫：三人）と水入らずランニング談議？で盛り上がります。

【2016 大会概要】


種

目：フル（公認）
・10Ｋｍ



会

場：ならでんフィールド（鴻ノ池陸上

競技場）


コース：Ｓ／ならでんフィールド付近～近
鉄奈良駅前～県庁東交差点～大仏
前交差点～春日奥山遊歩道人口前～奈良春
日野国際フォーム別館前～東大寺中門前～
F/ならでんフィールド（10km）



参加人数：フル 13,191 人

10Ｋｍ

4,591 人


スペシヤルゲスト：有森裕子
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２０１７年千葉マリンサンスポ走ってきました
長澤卓美
当日はマラソン日和。天候晴れ、気
温１３度、湿度３８％、風比較的穏や
か？（８ｍ/ｃ）でのスタートでした。
１０ｋｍでの並ぶ列は前の方、スター
トして１ｋｍ過ぎ当たり（ｋｍ表示な
し）からどんどん追い抜かれて行
く・・・目標は５０分を切りたいと思
っていたが「息が苦しく・足が動かな
い・・・」折り返し、公園内を出て公
道まもなく、あと３ｋｍの表示を発見、
すでに３７分を超えていた。５０分ど
ころではなく５３分ゴール？と思った。これから○○大橋の登があり５分２０秒/ｋｍでは無理と思って
いたが何とか我慢でゴールにたどり着いた。５２分５１秒、５３分はクリアーしたものの苦しい走りで
した。
このサンスポは５歳刻みの成績表を出してくれる。記録表には新聞サンスポに２月１～４日間に発表
と書いてあり、待ちどうしく２月３日の新聞サンスポ（ハーフ女子と１０ｋｍ）購入したが単なる記録
表と同じ、２月４日のインターネットで年代（５歳刻み）の発表となった。１０ｋｍ一般男子７０～７
４歳の部４位になっていた。昨年は強風で成績が悪かったようだが今回のタイムなら２～３位を期待し
ていたが４位で残念だった。その後の懇親会として、Ｍ・アカデミー１０期生（実質何人いる？秦野さ
んだけ？）の新年会９名で海浜幕張駅傍の「一本気」で開宴した。
前々日、松村理事長からメールで訃報が届いていた。
「ご病気療養中であった当会副会長の「瀬戸邦
宏」様が、昨日未明お亡くなりになった旨、ご子息様「瀬戸建郎様」よりご一報がありましたので会
員皆様に謹んでご連絡いたします。
」宴会も気になり、お通夜に出かける方も参加しており長居をせず
解散となった。私は２３日告別式に参列させて頂き、四十九日の法要までお付き合いさせて頂いた。
Ｍ・アカデミーからは佐々木名誉会長・石上会長・松村理事長・塚本・三浦・今（元会員）・私の７名
でした。
（通夜にも多くの会員が瀬戸さんを悼んでご出席されたと聞きました）帰り途中精進落としを
ある食堂で全員参加して行った。その時佐々木名誉会長は「立派な事をしていても、死んでしまった
ら終りだ」「節制して永く生きましょう！！」と言う事は、生きている者の役目として更なるボランテ
ィア活動等で故瀬戸さんの分までやりましょう！と思い誓った。
松村さん

長澤さん

佐々木さん
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森藤さん

秦野さん

瀬戸

邦弘

副会長の訃報に接し
会長

2017 年 1 月 19 日

石上

敬久

副会長の瀬戸邦弘さんが急

監督を務められておられました。また日本陸連の

逝されました。訃報に接し、私ども会員一同、深

総務委員会、事業部、総務部の部員として 1994 年

い悲しみと指導者を失い、強い喪失感を感じてお

から 2010 年まで活動し、特に、私が総務部部長

ります。

の際は、当時、環境問題がスポーツ業界で話題に

瀬戸さんは、1993 年Ｍ・アカデミー創設時より理

なり、日本陸連の環境対策を総務部が担うことに

事、副理事長、理事長、副会長を長年にわたりア

なり、彼を中心に「植樹」や環境省の提訴する「チ

カデミーの為に、誠心誠意行動して頂き、今日の

ームマイナス 6％」の普及活動に大変頑張って頂

基礎を築いてくれました。

きました。

私と瀬戸さんとの出会いは、当時、日本陸連総

また、彼は短距離走の選手として、都民生涯陸

務委員長であられた佐々木名誉会長の提唱され

上競技大会に於いて、100ｍ・200ｍに出場し何度

ていた「21 世紀構想」の中で、これからのクラブ

も入賞をており、長距離も地元の「江東シーサイ

活動は、欧米型の総合型クラブでなければとの事

ドマラソン」では何回か一緒に走った記憶があり

で、当時、陸連普及部副委員長であつた田中元会

ます。

長を中心に、Ｍ・アカデミーの設立がなされた時

Ｍ・アカデミーとして、今後益々、発展を求め

からでした。以来、一緒にＭ・アカデミーの基盤

られる中、瀬戸さんの様な、貴重な人材を、素晴

つくりと存続の為、24 年間、色々と企画し、特に、

らしい経験者を失い、残念でなりません。

会員の多数の方に指導者資格、審判資格を取得し

今後は、瀬戸さんの築き上げてくれた「Ｍ・ア

て頂き、一方で小学生の普及にも力を入れ、いち

カデミー」を会員の皆さまと共に、更なる発展に

早く、小中学生の交流大会を開催し、陸上競技の

向け邁進する事をお誓い申し上げます。生前のご

普及活動をやってまいりました。彼自身は、一方

貢献、ご厚情に感謝を捧げますと共にご冥福をお

で、地元千葉県の身障者の陸上競技に力を注ぎ、

祈りいたします。合掌

国体後に行われるパラリンピックの千葉県の総

「新東日本大震災への義援金贈呈」

今年も東日本大震災への義援金を大田区役所
を通し東松島市に贈呈しました。
その義援金に対する感謝状の贈呈式が 3 月 22 日
（水）に大田区役所で行われ、M・アカデミーか
ら、石上会長・佐々木理事・森藤理事の 3 名が出
席し松原太田区長より感謝状を受けました。
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ＭＡ会員の大会参加の記録（2017.01.22～2017.04.23)
開催日

大 会 名

距離

氏

名

ｸﾞﾛｽ･ﾀｲﾑ ﾈｯﾄ･ﾀｲﾑ

総合順位

種目別順位

種目名

2017.01.22 第29回我孫子新春マラソン

5km

相模 義夫

25:57

119/190

9/17 男子60歳以上

2017.01.22 第15回石垣島iマラソン

23km

長沼 秋男

2:39:30

383

25 男子60歳以上

2017.01.29 第65回勝田全国マラソン

ﾌﾙ

石堀 和雄

3:55:539

3834

182 男子60歳以上

2017.01.29 第37回館山若潮マラソン

10km

三浦 一徳

53:45

486

15/107 男子70歳以上

〃

ﾌﾙ

佐々木 高信

5.03:12

2017.02.19 第51回青梅マラソン

10km

相模 義夫

53:42

ﾌﾙ

佐々木 高信

5.04:10

ランニングドクター

2017.03.19 第27回熊谷さくらマラソン

ハーフ

佐々木 高信

2.2843

ランニングドクター

2017.03.26 第36回佐倉朝日国際マラソン

10km

相模 義夫

50:57

2017.04.02 第22回吉川なまずの里マラソン

ハーフ

佐々木 高信

2.05.40

10マイル

長沼 秋男

1:41:34

1806

2017.04.21 第25回葛西臨海公園ナイトマラソン

10km

佐々木 高信

53.09

173

2017.04.23 第2回多摩川ネイチャーマラソン

60km

佐々木 高信

8.32..23

17

〃

2017.03.05 静岡マラソン2017

2017.04.02 第26回幸手さくらマラソン

編

53:19

ランニングドクター
52:55

50:47

656/1984

535/2796

118/569 男子60歳以上

32/3049 男子60歳以上
ランニングドクター
331 男子60歳以上

集 後 記

会報 9１号が皆様からのご協力で発行が出来ました事を感謝いたします。
さて今年はＭ・アカの大きな行事、スポ―ツの森ロードレース大会に代わりトラック競技フェスタが
行われ、会員皆様のご協力で無事大会を終了する事ができました。
今大会も石上会長の多大なる働きによる協賛広告の獲得、会員の斎藤文彦様・松村理事長様からも寄
付を頂きました事をご報告いたします。
桜の花びらが一面に散り、野山や公園の新緑が眩しい季節となり日中の気温も初夏と思うほどの温か
い日が続いておりますので、熱中症予防のためにも運動する時は水分の補給を忘れずに採って下さい。
今回も石上会長からの「故瀬戸副会長を偲んで」、鈴木副会長からの「トラックフェスタ大会を終え
て」
、佐々木理事からの「アカデミーＪｒ通信」
、その他寄稿文として、小池さんからのオリンピック特
集「53 年前の思い出フィルドホッケー競技」、相模さんからの「奈良マラソン大会と孫」、長澤さんから
の「千葉マリンサンスポ走ってきました」
、近況報告として会員・石堀さん（水戸走友会の会長）から下
記、
「完走報告（報知新聞記事）」を頂きました。（森藤 博之）
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