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精績章受章おめでとう！
会長：石上

当クラブ創立以来、ご活躍頂きまし

敬久

長谷川さんは、東京陸協専門部「競

た長谷川さんが、この度、4 月 30 日の

技部」委員として、陸上競技大会の準備、

東京陸上競技選手権大会に於いて、

立案等に携わり、競技役員としては、主

東京陸協より長年にわたり法人の役

に用器具係、風力計測員 24 年、現在も

員・委員、加入団体等の役員、競技役員

元気にご活躍中です、今後とも、一層、

として、陸上競技の発展に貢献した方

健康に留意され、Ｍ・アカデミーの為に、

に贈与される「精績章」を受賞されま

ご尽力いただきたいとお願い申し上げ

した。一般市民ランナーから、ご本人

ます。

の大変なご努力が認められ、今回の

精績章受賞おめでとうございました。

受賞となりましたことは M・アカデミー

又、今回の受賞後、ご本人より、Ｍ・ア

として大変うれしく思いますと同時に、

カデミーへ、ご寄付を頂きましたことを

クラブ全体の名誉としてお祝い申し上げます。

ご報告させて頂きます。有難うございました。

ありがとうございました。
長谷川

勤

この度、東京陸協から平成 28 年度の精

員活動に本当に役立っております。当クラ

績章をいただきました。石上敬久さんそ

ブ会員になって大変良かったなあとつく

して会員の皆さんのおかげと思っており

づく感じております。

ます。本当にありがとうございました。

と楽しくご一緒させていただきたいもの

私はマラソン・アカデミー講座第 4 期終

これからも、皆さん

です。

了生として 1993 年創立時からの会員で

ここのところ家庭の事情により諸々の

す。走ることが大好きな皆さんと練習会

企画になかなか、協力できない事が続い

場をあちらこちらと変え、切磋琢磨しな

ておりますが可能な限り参加したいと思

がら走ったことが何よりの私の健康の礎

います。クラブには人生経験豊かな多彩

となり今日に至っております。ある時、石上さんから

な人材が豊富に揃っております。志を高く持ち、協

東陸の専門部員にならないかとお話しをいただき

力しあってオンリーワンのクラブを目指し活動して

ました。さらに、クラブの推薦をもらい競技部員にな

いきたいものです。

りました。そこで、諸先輩の指導を受け勉強し数々の

今後とも、引き続きご支援をよろしくお願い申し

経験を積んだことが私の財産となり、その後の審判

上げます。
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Ｍ・アカデミー第２２回小・中学生陸上競技交流大会を終えて
松村 定志
去る６月１１日に我が M・アカ

んは過去の３大会において大

デミーの年間主要行事である

会新記録を出していますが、

小・中学生陸上競技交流大会

今回も出場２種目に大会新記

の２２回目が滞りなく終えるこ

録樹立し１位入賞されました。

とができました。これも多くの

また、入賞されなくても参加

小・中学生に参加をいただい

された全ての選手の皆さん

たこと引率の参加団体監督さ

が、よく走りよく飛びまたよ

ん更には競技役員の先生方、

く投げました。そして、この大

会場施設関係者のご協力が

会後に開催された各都県の

あてこその賜とまずは感謝を申し上げる次第でご

全国小学生陸上競技交流大会予選会においては、

ざいます。今回特筆すべきことは、東京都以外の近

当大会に参加された選手の中よりベスト８に輝いた

隣県からの参加が多く見られたことでした。遠くは

選手が多数生れ、全国大会の切符を手にした選手も

例年の参加となっている静岡市の千代田ＡＣさんが

誕生しております。

あります。募集開始後間もなく定員を超えることに

この大会では優秀選手賞としてＭ・アカデミー名

なり参加を希望する全てのクラブの皆さんに陸上

誉会長佐々木秀幸杯が授与されますが、本年は出

競技のパフ

場２種目が大会新記録で１位となった白土茶実さん

ォーマンス

の他、出場２種目とも入賞し小学５年男子走幅跳で

の場を提供

は大会記録も出された千代田ＡＣの成川倭士くんに

できなかっ

贈られました。

たことが残

M・アカデミー陸上教室に参加しているアカデミ

念でなりま

ージュニアの選手も多数参加しました。今回は新任

せん。これ

の奥玉南コーチに引率と指導をお願いしましたが、

は、クラブ

各選手の自己の最高のパフォーマンスを導き出すこ

の財政面の

とができそれぞれ自己記録の更新を図ることがで

事情から現状の開催規模を更に大きくすることがで

きました。

きないためですが、参加をいただいた選手の皆さ

このように大会運営等が大変スムーズに行うこ

んには満足のできる競技ができる環境を提供する

とができたのは、会員皆様の協力があってこそであ

ことを心掛け準備をさせていただきました。この点

ります。この大会の開催と運営には、参加選手及び

につきましては、大田区長の松原忠義様より「陸上

監督・保護者の期待があります。次回大会も更にす

をとおして、多くの小・中学生の交流の場となること

ばらしい運営ができますよう会員皆様のご意見を

を期待しております。（あいさつ文抜粋）」と激励の

頂戴し、準

おことばをいただいております。

備万端に整

さて大会を振り返ってみましょう。毎年のことで

えて行きた

すが開催が梅雨の時期のため主催者としては空模

いと考えま

様を気にしながら前準備を進めておりますが、本年

すので更な

は薄曇りの湿度もさほど高くない絶好の気候に恵ま

るご協力を

れた大会になりました。今回の大会では、男子が４個、

よろしくお

女子が５個の大会記録が生まれました。特に千葉県

願いいたし

から参加された ima kids の中学３年女子白土茶実さ

ます。
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箱根駅伝試走

2 区を走りました

サポーター：平尾敏

M・アカデミーの公式行事となった箱根駅伝試走は第 2 ラウンド 2 区を 6 月 18 日に開催しました。時節柄「梅
雨」という事もあり、「あめ」が心配されました。天気予報も 1 週間前から雨予報が表示されていましたが、開
催日が近づくにつれて降雨時間が後ろにずれたり、前にずれたりという不安定の中で強行する事となりまし
た。参加メンバーは前回からご参加いただいている大林組の 2 名（九石さん、中村さん）に加え、常連の竹下
さん、森倉さんの計 4 名のゲストランナー。M・アカデミーからは長澤さん、冨澤さん、森藤さん、松村さん、大岩
根 浩一さんに平尾の 6 人。総勢 10 名です。
第 2 区は鶴見中継所から戸塚区古谷商事駐車場までの 23.2ｋｍです。スタートから快調に飛ばし、8 キロ地点
では横浜駅を右に見ながらしばらくはなだらか平坦なコースを走ります。圓福寺石段、東伸橋交差点を過ぎ
れば残り 10km となります。楽に走れるのはここまでです。残りゴールまでの 10km は有名な「権田坂」を始め、
大小のアップダウンがランナーを苦しめます。後半の 10km で有名ランナーが様々なアクシデントに遭い数々
のドラマを演じてきました。一番実力のあるランナーに託しながらもゴールするまで判らないと言う監督泣か
せの難コースです。今回も、二番目の給水所を要所の東伸橋交差点に設置しました。
さて、当日は気温 25 度、天候は曇りと日差しを避けながら走る好条件のスタートとなりました。前回ゴール
した鶴見中継所の「駅伝の銅像」の前で記念写真を撮影し健闘を誓いあいました。午前 10 時、号砲。先頭の九
石さん・中村さん（大林組）に全体をリードしていただきました。

鶴見中継所にて記念撮影

第 1 給水：スタートから 7km

神奈川 2 丁目

最初の 7 キロは、鶴見中継所から横浜駅を右に見てなだらかに進むコースです。横浜駅を超えるときに立
体交差があり、道が入り組んでいますが、皆さん、難なくクリアし第 1 給水地点（上・右）に到達しました。軽く給
水をとりながら第 2 給水地点に向かいます。中間地点（11.5km）の圓福寺石段を左に見ながら保土ヶ谷橋、東
伸橋を過ぎると第 2 給水地点です。ここまで来るとコースも残り 10km となります。水に加え、アンパンとバナ
ナでエネルギーを補充しながら第 3 給水地点に向かいます。ここは 2 区最大の難関であるあの権田坂に挑戦
です。心配された空模様は、エネルギーを消耗し熱くなっている体を冷やすかのようにぽつぽつと小雨に応
援してもらい第 3 給水地点に向かいました。最後の給水地点からは残り 5ｋｍです。最後の登り坂に力を振り絞
りながらゴールに向かいました。残り 1.5ｋｍでバイパスを避けて走る迷路をくぐりながら全員ゴールしました。
気が付くと、小雨から叩きつけるような雨に変わっていました。最後まで頑張ったランナーの皆さん、お疲れ
様でした。ご健闘に敬意を表します。

戸塚中継所

第 2 給水：東伸橋交差点、あと 10km
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空からは雨ながら心は晴れやか！

佐々木まゆみ

近 況
H29 年 7 月現在の在籍数 78 名
（男子 55 名

女子 23 名）

コーチも女子大生が 2 名増え、活気に
満ちています。大会参加時には保護者
の方のご協力もありチーム一丸となって
頑張っています。

～
①出身地

外 部 コ ー チ 紹 介
②専門種目

③趣味・マイブームなど

ほ そ の ふ み あき

お く たま

細野史晃（32 才）

奥玉

①

①京都府生まれ
東京育ち
②三段跳・走幅跳

③コーヒー
④教室を通して学ん
でほしいことは
*周囲の人を尊重すること*切磋琢
磨すること*教え合うことです。コー
チだけでなく教室のみんなでよい
教室を作っていければと思っていま
す。

みなみ

④ひとこと
な が し ま かん な

南 （23 才）

長島栞菜（20 才）

日本女子体育大学大学院 2 年

日本女子体育大学 3 年

①岩手県滝沢市

①静岡県三島市

②棒高跳び

②400mH

③夜、海外ドラマ

③大音量で音楽を

をみること

聴くこと。暗い部屋

④私らしく子ども

で DVD を見ること

たちと一緒に陸上競技を楽しみた

④指導者としてはまだまだ未熟者

いと思います。

ですが、現役ランナーとして頼って
頂けたら嬉しいです。

よろしくお願いします。

～大会レポート～

第 33 回 全国小学生交流大会
東京都代表選手選考会

M・アカデミー 第 22 回
小・中学生陸上競技交流大会
H29.6.11(日)わが母体 M アカデミー主催により開催さ
れ、アカデミーJr.から 17 名が参加しました。
入賞者は出ませんでしたが引率者の奥玉コーチ・白栁
さん(父)・古川さん(母)のサポートにより団結したチーム
となり充実感ある大会となりました。

H29.6.25(日)朝から雨が降りあいにくの天候の中アカ
デミーJr.から 2 名が参加しました。
2 名とも悪天候にもかかわらず自己ベストを更新 !!
よく頑張りました。朝早くから来てサポートして下さっ
た酒井さん、古川さんありがとうございました。
酒井さんのコメント：前回より大会に慣れ本人やる気
がアップしました！！

古川さん

白栁さん
引率者 3 名で
役割分担する
ことによりスム
ーズな流れが
できました

～

朝全員集合しチームとしてまとま
り応援もできたことで大会である
ことを強く認識できました。今後も
大会ではどこかのタイミングで全
員集まる時間を作りたいです
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奥玉コーチ流のこ
まやかなアップが
よかったです（M
アカ小中大会）

アカデミーJr.では、大会案内を始め急な中止連絡など諸連絡は入会時にご案内している『らくらく連絡
網』にて一斉配信しております。重要な連絡事項が続くこともありますので、まめにチェックして、見逃す
ことのないようお願いします。できましたらお友達同士で情報伝達をお願いします。特に、出欠確認の
必要な連絡は期限内の回答にご協力下さい。
添付ファイルが開けないなど、不都合なことがありましたら佐々木までご連絡願います。

会費について・・・
分納されている方は、後期分納入が 9 月 1 日～9 月 30 日となっておりますので期限内納入をお願い
いたします。
今期号より、アカデミーJr.通信をリニューアルいたしました。
メンバーおよび保護者の皆さまからの積極的なご意見、ご要望、アイデアなど、どんどんお寄せくださ
い。お待ちしております。

昨年の
合宿

2017 夏合宿ご案内
今年も恒例のＭ・アカデミー夏合宿を下記のとおり実施します。都会の猛暑を離れ本年も爽やかな高原
の風を胸一杯にして暑気を払ってみませんか。本年は、１日２０名（ジュニア会員を含みます。）にて合宿
所の仮予約をしております。多くの会員の参加をお持ちしております。
１ 実施日

平成２９年８月２６日（土）～２８日（月）

（アカデミーＪｒの参加日は、同日となります。）

２ 集合場所

現地

３ 実施場所

富士見高原スポーツセンター「ジュネス八ヶ岳」

２６日１３時集合

長野県諏訪郡富士見町境 12067 ℡0266-66-2931

〇参加

２６～２８日（２日間）

小淵沢駅より「ジュネス八ヶ岳」の送迎バスあり。

〇参加

２６～２7 日（1 日間）

１泊２食￥６，８００円

〇参加

２７～２８日（ １日間）

最寄駅ＪＲ中央本線小淵沢駅
４ 費用

＊参加の返信例

２泊の場合は、￥１３，６００円

施設（競技場等）利用料

１日￥７００円

別途交通費

******************************************************************************
参加申込 Ｍ・アカデミー総務部長 松村定志
携帯 090-3525-2334 fax 048-665-0899
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最初で最後の挑戦
蜜石

麻穂

入社 15 年を経てリフレッシ

十分な練習を行うことはできず、万全なコンディシ

ュ休暇を取得した 2016 年、

ョンではない中で迎えた当日、不安と緊張を抱えて

私は人生最初で恐らく最後

スタートを切りましたが、打ち上がる花火や街中を

になるフルマラソンに挑戦

彩るクリスマスイルミネーション、ダイヤモンドヘッド

しました。大学で競技人生

付近で目にし

を終え、社会人になってか

た朝陽、太陽

らの陸上競技との繋がりは、

に照らされ輝

委嘱をいただき参加する審

く海、心を解放

判員だけでした。節目とな

し、レースを楽

る年の休暇を如何に過ごす

しむには十分

かを考えた時、ふと自分が最も苦手とする長距離、

な条件が揃っ

フルマラソンに挑戦しようと思い立ちました。

ていました。

エントリーを決めたのは、制限時間がないＪＡＬホノ

また、各ポイントの給水・メディカルスタッフによる選

ルルマラソンです。

手へのケア、沿道で応援してくださる方々のパワー

短距離・跳躍選手であった自分には縁遠く、初心者

は大きく心の支えになり、ゴールが見えた時にはこ

並みの知識と走力しか持ち合わせていないことか

み上げるものを感じました。

ら、決心がついたのは夏、レースまで半年を切って

人生の中で、記憶に残る素晴らしい経験ができたこ

いました。走りきること、ただそれだけを目標に身体

とを嬉しく思います。

作りに励みました。

ゴールライン右端で上が青、下が黒のユニホームの女性二人
が手をつないでゴールしている左側（鶴の上）が蜜石さん
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近

況

報

告
秦野

光雄

今年は梅雨期でも連日気温 30 度以上あり、会員の皆様は秋の大会又目
標に向かって練習を行っていると思います。
夏の練習は特に水分補給をこまめに取りましょう。私地元（三鷹）ランニ
ング仲間約 15 名練習会月 2 回、朝夏は木陰を探して、秋には紅葉を探して
井の頭公園・野川公園、又各大会には実力に応じてフル・ハーフ・10 キロと参
加し大会後の食事会も楽しみの一つです。
1964 年東京オリンピックのマラソンコースは、国立競技場スタート甲州街
道調布市現在の「味の素スタジアム」折り返し、私は 10 キロ地点で日本の円
谷選手、エチオピアのアベベ選手を応援しました。3 年後の 2020 年東京オ
リンピックは日本の選手の活躍を応援したいと思います。

東 陸 だ よ り
東京陸協の役員が去る 6 月に改選され、下記のとおり就任されました。（敬称略・抜粋）
会

長

石原 伸晃

副会長

田中 利雄

理 事 長（代表理事）

中野 人志

常務理事（総務委員会担当）

有澤 政雄

常務理事（財務委員会担当）

福島 雄吉

常務理事（競技運営委員会担当）

平塚 和則

常務理事（事業開発・渉外委員会担当）

大槻 髙弘

常務理事（普及強化委員会担当） 大村 邦英

Ｍ・アカデミー会員のお二人が東京陸協のお役職に就任されました。お働き御苦労さまです。
福田 光弘

佐々木 まゆみ

東京マラソン財団 マラソン事務局

東京陸協 財務委員会

(前任：競技運営委員会・審判部)

（新任）
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ＭＡ会員の大会参加の記録（2017.5.4～2017.7.23)
開催日
2017.05.04

大 会 名
第29回春日部大凧マラソン大会

(各人より報告受）

種目名

氏名

ﾊｰﾌ

佐々木 高信

2:06:33

2:04:43 720/1306

2893/5801 男子50歳以上

冨澤 展一

2:32:27

2:28:36

624/839

4445/5801 男子60歳以上

山本 英夫

2:33:15

2:30:24

634/839

4480/5801

柴崎 良雄

2:34:04

2:31:13

641/839

4515/5801

森藤 博之

1:10:20

1:09:49

398/626

2013/2807 男子60歳代

平尾 敏

1:30:57

1:30:26

533/626

2489/2807

31:42

31.12

73/178

487/903

10km

5km

小熊 洋悦

ｸﾞﾛｽ･ﾀｲﾑ ﾈｯﾄ･ﾀｲﾑ 総合順位 種目別順位

2017.02.19

第51回青梅マラソン

10km

佐藤 誠一郎

1:10:31

2017.05.06

ﾘｽﾀｰﾄﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙin味ｽﾀ

5km

佐藤 誠一郎

33.12

2017.05.14

第27回仙台ハーフマラソン大会

ﾊｰﾌ

佐々木 高信

2:06:19

4597

2017.06.04

柴又100km

100km 佐々木 高信

13:43:29

855/994

2017.07.07

第26回葛西ナイトマラソン大会

25:40

77

大凧スタート前

5km

佐々木 高信

快走中

佐々木さんの柴又 100Ｋｍ

編 集 後 記

種目名

完走率76％

ゴール後

森藤

博之

会報 92 号が皆様からのご協力で発行できました事を感謝いたします。
最初に当アカデミークラブ創立以来ご活躍の長谷川勤様のうれしい報告です。この度、東京陸協より長
年の陸上競技の発展に貢献した方に送られる精績表を受章しました。本人より受章の喜びと石上会長のお
めでとうの報告を頂きました。
松村様より第 22 回小・中学生陸上大会を終えて、佐々木様からは此れまでのアカデミーＪｒ通信を変身
するほどの判りやすいＪｒ通信を頂きました。また、蜜石様からは最初で最後の記憶に残る素晴らしい挑戦
（ホノルルマラソン完走思い出）、平尾様からはアカデミーの公式行事の箱根駅伝 2 区の試走報告、秦野様
からの近況報告を頂きました。
さて今年も大きな自然災害が発生しました。7 月 5 日～6 日にかけて発生した九州北部豪雨は記録的な
豪雨で河川に流れ込んだ流木で流れを止め、流木が家屋を破壊し 7 月 20 現在死者 35 人行方不明 6 人と
人的にも大きな被害が発生致しました。これらは気候変動による災害で近年多く発生しておりますので皆
様方も充分気を付けて下さい。
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