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「Ｍ・アカデミー」２５歳の誕生日おめでとう ‼ 

                              副会長 金井 彰彦 

「Ｍ・アカデミー」は、１９９３年３月の創立から来年

で２５歳の誕生日を迎えることになりました。四半世

紀（２５年）と云えば長いようでもあり、また、アッと

いう間とも感じます。 

 当クラブ設立の経緯・目的・日頃の活動状況等に

ついては、Ｈ・Ｐに詳細に記載されていますが、少し

当時に戻ってみましょうか。 

クラブの母体は、当時、産経新聞社（スポーツ事業

部）が日本陸連普及部の協力を得て毎年開催して

いたジョギング指導者育成講習会「サンスポマラソ

ンアカデミー」の受講生（１０期生）と講師が中心とな

っていて、講習会終了後、「このまま解散するのは勿

体ない」という意見が生まれ、それに同調したマラ

ソン愛好家の多くの参加を得て動き出しました。目

的は「会員相互の親睦を図り、合わせて、陸上競技

の普及・振興に寄与しよう」と高い所を目指していま

した。 

 設立に至る苦労と云えば、当時は、メンバーそれ

ぞれが殆ど未経験。どんな組織にしようか・規約は

どんな内容にしようか・どんな活動をしようか等々

に、喧喧囂囂、ワイワイガヤガヤを繰り返しながら、

連日議論し、そこに、陸上競技の世界で諸々の経験

をされている諸先輩のご意見などを参考にしなが

ら、積み重ねだんだんと形として作り出したことで

す。その後、幾度とない改正を経て現在に至ってい

るのはご承知の通りです。 

 中でも、クラブの名称をどうするかについては、

最初「マラソン・アカデミー」で登録しようとしたとこ

ろ、登録名は、７文字以内という制限がある（そのよ

うに聞いた記憶があります

が）ということで「Ｍ・アカデ

ミー」にしたこと。会員数も

当初は、１００名を超える大

世帯だったということなど

が、クラブ設立に少しばかり

係わった一人として、懐かし

く思い出されます。 

設立後の活動について

は、その内容についても、毎年改善を加え、 

※１９９６年からは「小中陸上競技交流大会」の開催 

※１９９６年には「アカデミーＪｒ」の発足、ジュニアの

育成の開始 

※２０１１年からは「スポーツの森ロードレース大会」の

開催 

（昨年は、「トラック競技フェスタ２０１７」の名称で） 

※毎月の定例練習会・夏の八ヶ岳山麓の富士見高原

での合宿・会報の定期発行などなど他のクラブに

ない独自の施策もあり、大いに自慢するところで

あります。 

（独り言ですが、夏合宿に参加する時は、富士見高

原近くの静かな林の中の「おっこと亭」でソバを味

わうのを楽しみにしていました。美味しいソバだっ

たなぁ~） 

  

当クラブには、瑞宝小授章・陸連秩父宮章等の受

賞者が複数在籍・東京陸協への複数の役員派遣・多

数の公認審判員在籍の実績などから、「Ｍ・アカデミ

ー」と云えば、今では、東京陸協の中でも一目置か

Ｍ・アカデミー 会報 
M・アカデミー 広報部 

第 93 号 

2017 年 11 月 15 日 

発行責任者：石上 敬久 〒146-0085 東京都大田区久が原 2-3-9-203  編集責任者：森藤 博之 



 

2 

 

れる存在になっています。これも、ひとえに会員皆

様の日頃の陸上競技についてのご研鑽・クラブ発展

のためのご努力の結果だと思います。 

今後も、クラブ発展のために活動内容・行事など

に対して、今まで以上に会員の皆様から貴重なご意

見・ご提案を頂き、それらを反映してより高いものを

実現していきたいものです。 

ただ、これからのクラブのあり方を考えたとき、大

いに気掛かりなこともあります。クラブ員の構成の

ことです。クラブ設立時から現在の間には、不幸にし

て亡くなられた方・家庭の事情で遠方に居を移した

方などある一方、クラブ入会を機に活躍されている

方もおり、現在は、新旧いろいろ有能多士済々の会

員で構成されていますが、現実は現代の世相と同

様、高齢化が進んでいることです。 

また、会員数については１００名を超える設立時が

非常に懐かしく思われる状況になっています。毎年、

全員が種々の場を活用し入会勧誘に多大なるご努

力をされているにもかかわらず、入会者がなかなか

増えない現状にあります。 

これらは、今後のクラブ運営をしていくに当たっ

て、更なる知恵を出して取り組まなければならない

課題かと思います。 

最後になりますが、２５年は一つの通過点です。こ

れからもクラブ発展のため、１０年 20 年先を見据え

て、会員全体の連携、そして、努力を積み重ね取り組

んで行こうではありませんか。 

思いつくまま、あれこれ、書いてしまいましたが、

事務局からの要請もあり、拙文ですが投稿させて頂

きました。           (2017.10.01 記)                       

  

 

夏期合宿               冨澤 展一 

8 月２６日昼過ぎに小淵沢駅に降り立ったのはジ

ュニア７人と引率の佐々木さん、それに山本、平尾、

森藤、冨澤の四名です。さっそく迎えのバスに乗り

富士見高原の合宿所へ向かいました。宿舎には松村

さんと小池さんがすでに着いていました。少しの休

憩と着替えをしてトラックに向かいました。まずジ

ュニア達は基礎練習を開始、その間我々は５ｋｍ走

です。ロードと違いトラックでの５ｋｍはきついよ

うに感じました。それから幅跳びの砂場を掘り返し

ジュニアの練習に協力しました。練習を終えて風呂

に入り夕食です。食後に子供たちはスイカを大人は

ブドウを食べ英気を養いました。これらはご寄付に

よる購入とのことで、感謝しながらいただきました。

その後大人たちは飲み会です。話は自然にロードレ

ースや小中大会に及び、さながら臨時実行委員会と

言った雰囲気になりました。翌日は朝６時に宿を出

発、早朝散歩です。初め肌寒く感じていたのがしば

らく歩くうちに汗ばんでくるほどの登り坂です。20

分ほど登ってからやや広い所で松村さん持参のレト

ロなラジオを囲んでラジオ体操をしました。この日

の午前中はジュニアと一緒に、モモを高く上げて 20

ｍ走ほど走ったり、スキップをしたりという基礎的

な運動を繰り返し行いまし

た。ジュニアのみんなは楽し

そうなのに我々オジ（イ）さ

んたちはそれだけでも息も

絶えだえです。午後、我々は

ロードを走りました。6Ｋｍ

ほどの距離ですが平な所は

なく上り下りがきつくて途中の休みも入れて 1 時間

半ほどかかりました。戻ると幅跳びの練習をしてい

たので、計測やナラシで参加しました。夕食後花火

をしました。子供たちは大喜びです。大きな音で飛

び上がるものには歓声があがりましたが、線香花火

にもきれいだねと言いながら見入っていました。最

終日も、早朝散歩とラジオ体操をしました。花火の

後始末を確認してから昨日とは違う道を上がりまし

た。食後、クロスカントリーコースでリレーを行い

ました。ジュニアと松村、佐々木コーチで 3 チーム、

我々オジ（イ）さんが 1 チームを作り参加しました。

なんと、トップのチームと我々では５分近い差が出

来てしまいました。 

最後にジュニアもみんなで近くの温泉に入り合宿

の疲れをいやして帰途につきました。 
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上敷領 房子 

 今年Ｍ・アカデミーに入会しました上敷領と申します。よろしくお願い致します。 

 １０年、ランニング学会のランニングクラブに所属し、宇佐美彰朗先生のもと

で市民ランナーではありますが競技者意識をもって走って参りました。 

 ３大会オリンピック出場経験のある宇佐美先生は、伴走のボランティアによ

り変えてくださったらしく走る上で競技者意識をもちつつ尚且つ、ボランティ

ア意識もまた大切だと教育を受けて参りました。 

スポーツボランティアの基本的考え方など先生の指導もあり、長年ボラン

ティアにも携わり活動して参りましたが、更なるステップアップを試み審判の

取得をしました。審判という新しい立場でルール本だけでは語れないわから

ない事ばかりですが先輩方に是非ご教示して頂きたいです。 

 素晴らしいやさしいＭ・アカの先輩たちに出会うことが出来いろいろ勉強になります。これからもよろしくお

願い致します。 

 

高比良 邦宏 

本年 4 月入会しました。よろしくお願い申し上げます。              

東京マラソン 2017 には英語通訳として参加（右記写真） 

東京マラソン 2016 は年代別 6 位入賞、しかし足を痛めて 

太ってしまったので誰も信じてくれません。  

ボランタリー精神も旺盛、再起を期すつもりです。 

陸上競技歴 

・ 昭和 42 年埼玉国体出場 

・ 元 本田技研工業 和光陸上部監督 

・ 千代田走友会、さいたま走友会、千代田陸協 

・ ALL JAPAN MARATHON RANKING 6 年連続 RANK IN 

・ 奥多摩駅伝 6 年連続 5 区担当 

・ 東京マラソン 2016 年代別 6 位 : 3 時間 15 分 

・ すみがうらマラソン年代別 4 位 

・ さいたま国際マラソン 3 時間 42 分 

・ 富士五湖 100 キロマラソン 11 時間 59 分 

・ 別府大分毎日マラソン 3 時間 27 分 

学歴・職歴 

・ 青山学院大学卒 ・ 本田技研工業定年退 

・ 英語通訳として海外勤務（アメリカ イギリス、 

 カナダ）・・・現在は 

・ 2015 審判登録、各種大会で審判技能勉強中 

・ 埼玉県及びさいたま市にて英語通訳観光ガイド 

・ 地域の小学校で英語学習アドバイザー 
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近 況 報 告 

H29 年 10 月現在の在籍数 77 名 

（男子 54 名 女子 23 名） 

スポーツの秋！さまざまな競技大会で

参加選手はみんな頑張って取り組んで

いました。教室でも、真剣な顔が多く見

られるようになりました。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

アカデミーJr.ではこの基本方針の元で、陸上競技の基本と社会性を身に付けていくことを目的として活

動しています。会員数が急増したことで、新しい方にも知っていただこうとあらためてお伝えいたしま

した。今後さまざまな課題が出てくると思いますが、われわれスタッフ一同と共に保護者の皆さまのお

力もお借りしながらよりよい陸上クラブにしていきたいと思いますので引き続きご理解ご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

今回のトピックスは 8 月の夏合宿と直近の 4 大会についてのレポートです。 

～ 夏 合 宿 ～ 
8 月 26 日(土)～28 日(月)長野県諏訪郡富士見町「富士見高原スポーツセンター」にて合宿を 

行い男子 5名女子 2名の計 7名が参加、終了後アンケートを実施し以下のような結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概ね満足とのことでしたが、日程に関しては

夏休み最終週末ということで今後改善の余

地がありそうです。 

 

【練習以外の時間でよかったもの】 

普段できないクロスカントリーリレーが人気で

した。コーチとＭアカスタッフも加わり全員真剣

勝負だったのがよかったのでしょうか･･･？ 

～ アカデミーＪｒ， 基 本 方 針 ～ 

1.運動嫌いをなくし、運動の楽しさを知る 

2.仲間を大切にし、ルールを守り、社会
性を身に付ける 
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【4項目の満足度（10 点満点）平均】 【練習内容でよかったもの】 
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予想通りの結果でした。それだけフリータイム

を楽しく過ごしたということでしょう。朝の散

歩もとっても爽快だったんですけどね… 
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大会引率のサポート、写真の提供をして
くださった保護者の方には大変お世話に
なりました。ありがとうございました。 

大田区ジュニア陸上競技記録会 
2017 年 8 月 20 日（日） 

大井中央海浜公園陸上競技場 

参加者 男子 11 名 女子 8 名 

多くのメンバーが参加し、集合→アップ→

招集→競技の流れを知るよい経験ができた

大会でした 

 

ジュニア陸上競技・チャレンジカップ 

2017 年 10 月 1 日（日） 

大井中央海浜公園陸上競技場 

参加者 男子 7 名 女子 2 名 

選手、保護者の方ともに大会の流れに慣れ、自ら積極

的に行動できるようになり、チームとしての結束力も

よりいっそう強くなりました。2 度目のリレー参戦

も！ 

大田区秋季陸上競技選手権大会 
2017 年 9 月 24 日（日） 

大井中央海浜公園陸上競技場 

参加者 男子 10 名 女子 10 名 

過去最高の参加人数で、大会の流れにも慣れ

チーム一丸となり応援にも力が入りました。

下記のとおり入賞者も多数出ました 

 

小学男  60m 小川 和也(3) 4 位 

          安斎 帆十(1) 6 位 

小学女  60m 有村 彩那(3) 3 位 

小学女 100m 間宮亜美空(6)3 位 

         伏見 珈穂(6) 4 位 

         笹谷 胡桃(4) 5 位 

         西畑 結花(4) 6 位 

  中 1 女 100m 上島 周子   4 位 

  中女  800m 多田 有沙   3 位 

小 3 男 走幅跳 小川 和也 7 位 

キッズコロシアム大会 
2017 年 9 月 18 日（月・祝） 

江戸川区陸上競技場 

参加者 男子 6 名 女子 3 名 

近年組めなかったリレー（男子）に参戦で

きたのは快挙でした 
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柴又 100K を走り終えて 

佐々木 高信 

私は走ることが大嫌いでした。その私が 100 キロ

マラソンに出ることになったのですから、世の中何

が起きるかわからないものです。毎年 24 時間チャリ

ティマラソンの芸人に対して 100 キロ走る姿に感動

していましたが、まさか自分も同じ距離を走るとは

昨年までは考えてもいませんでした。私は M アカ諸

先輩方のような華々しいランニング人生を歩んで

いません。入会したきっかけ

も義理の母の入院中に小池

さんが入院していたという

全くの偶然ですから。 

さて私がランニングを始

めたのは 2005 年厄年を迎

え、このまま太り続けるわけ

にはいかないという危機感

からでした。練習で最長3キ

ロしか走ったことがないの

に無謀にも江戸川マラソン

10 キロの部に出ました。当

時はキロ 8 分で練習してい

たのにも関わらず大会で 3

キロ通過タイムが 15分の時

はさすがに驚きました。案の

定そのあとは走ることがで

きなくなり、完走はしました

がビリから 4 番目でした。帰

宅後に嘔吐し熱発し、翌日から走ることを止めまし

た。 

しかしこのままでは終われないという悔しさが私

の走る原点になり、3 年間のブランクの後に私のマ

ラソン人生はスタートしました。2008 年に再び江戸

川マラソンに参加して以来2017年の8月までに120

回の大会に参加しました。フルマラソンには 35 回参

加しましたが、2014 年にサブ 4を 2度達成し市民ラ

ンナーとしての第 1 目標をクリアしました。 

その後記録は伸びず、疲れるだけで楽しむことを

忘れていました。次の目標を考えていた時にウルト

ラマラソンを勧められました。フルでもあまり余裕を

持ってゴールできない私には 100 キロという距離は

かなりの冒険でした。フルでさえ、足が攣ったり痛く

なったりしながらのゴールでしたから家族にも反対

されました。 

何が私をそうさせたのか、はっきりした動機はあり

ません。強いて言えばそのマンネリ化した毎日が奮

い立たせたのかもしれません。 

私は2008年から月に

最低 100 キロ走ると決

めて今でも続けていま

す。大震災の起こった 3

月だけは走ることに罪

悪感を覚え自粛しまし

たが、再び 2011 年 4 月

から 2016 年までは月平

均 150 キロ走りました。

柴又に出ると決めてか

らは、今の練習では完

走は難しいと判断した

ため練習方法を変えま

した。2017 年になってか

ら走行距離を増やし 3

月迄は月に 180 キロ、4

月は 260 キロ、5 月は

320キロ走りました。3月

より筋トレやダッシュも

練習に取り入れました。また大好きなアルコールや

食事にも注意して 6 月 4 日の大会当日を迎えまし

た。 

柴又 100K とは葛飾区の柴又を出発して江戸川河

川敷をひたすら走り、茨城県の五霞町を折り返して

戻ってくるという全長 100 キロの気が遠くなるほど

同じ景色のコースです。体力は当然ですが忍耐力も

必要です。制限時間が14時間でしたので私にとって

は6カ所の関門にかからず完走することが目標でし

た。音楽を聴きながら景色を眺め、エイドでは必ず

水分補給をしましたが、ほとんど空腹感はなく、食

事は 50 キロの地点でうどんとスイカを食べた以外
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はゼリーしか口にしませんでした。関門にかからな

いように自分なりにラップ表を作成し、それを見な

がらペースを守って走りましたので、折り返し地点で

は 15 分ほど休憩が取れました。 

往路の 50 キロは強い向かい風であったため体力

を消耗しましたが、毎日土手で練習しているため強

風には気がめげず、やはり練習環境は大切だと実

感しました。気力も体力もすべて順調でした。 

それが突然パニックになったのは

70 キロの頃です。命綱であったラッ

プ表の紛失に気づいたのです。おそ

らくポケットに入れたつもりで落とし

てしまったのでしょう。そんなことを

気にせずにマイペースで走るだけな

のですが、たった 1 枚の紙の紛失で

不安と恐怖に襲われました。次の関

門の距離と場所を聞いてもボランテ

ィアの人は「わかりません」と答える

だけ、また別の人には「このペース

だとちょっと厳しいなぁ」と言われ、

今までの心の余裕が吹っ飛びました。 

とりあえずペースを無視して走りました。関門を

超えたときに「15 分の余裕があるから大丈夫だよ」

と言われ、やっと不安感から解放されました。距離と

制限時間からペースを再計算す

ればよかったのですが、その単

純な計算が疲れている頭では出

来ず結局ペースは考えずに己を

信じて走りました。 

電車の中で日の出を見て土手

で走りながら日の入りを見てヘ

ッドライトが無いと何も見えない

真っ暗な土手を凹凸に注意しな

がら下を向いて走り、やがて遠くにぼんやり都会の

ネオンが見えるようになり、その後スカイツリーがは

っきり見えたときは「東京に帰ってきた」と心の中で

叫んだことを今でも覚えています。そんな暗闇の中

に立っていたボランティアの人には頭が下がりまし

た。疲れ切っている私に向かって「頑張ってください」

と声をかけてくれて元気をもらいました。 

100 キロの途中では歩くこともありました。しかし

足が攣ったとか痛くなった訳でもなく、精神的に走

ることに飽きてしまったので歩きました。応援してい

る人は少なく土手からの景色も変わらず、日没後は

真っ暗で最後は自分との戦いでした。何回か止めた

くもなりましたが、止めたら今までの努力が無駄に

なり悔しい思いをしたくないという意地だけで走り

ました。 

あと 1 キロの看板の前でイヤホン

から「栄光への架け橋」が流れてきた

ときには、99 キロの疲れが取れて足

が軽くなった気がしました。ドラマの

ような話ですが本当に起こった出来

事です。ゴールまで一気に走り抜け

完走メダルを首にかけてもらい家族

の顔を見たときには、もう走らなくて

いいのだと肩の力が抜けました。感

動の涙は出ませんでしたが、達成感

はフルマラソンとは比べものになら

ないくらい満たされました。 

「走っているときは何を考えていたの？」と何人

かに聞かれました。走り始めは色々なことが頭に浮

かびましたが、疲れてくると何も考えていない自分

に気づきました。人間は無になると感謝の心が湧き

上がることを実体験しました。

すべてのことに感謝しながら

走り続けていました。自分自身

にも自信がつき、人に対して優

しくなれるような気がしまし

た。ウルトラマラソンでは今ま

でにない、素晴らしい体験をさ

せてもらいました。 

最後にこの感想文を書く機

会を与えてくださったMアカデミーの方々に感謝い

たします。書きながらあの日の感動が蘇ってきまし

た。これからも怪我をしない限り楽しく走り続けたい

と思います。さぁ、次の目標は何にしようか？ 

 

参考記録：2017/6/4 柴又 100K 

出走者 1970 人 完走者 1502 人 完走率 76％ 
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東 陸 だ よ り 

 

※Ｍ・アカデミーの石上会長は東京陸協の栄章委員会の幹事を今期も継続致します。 

※東京陸協の次号広報「飛翔」に「Ｍ・アカデミーの主催大会」が紹介されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＡ会員の大会参加の記録（2017.08.19～2017.10.8) 各人よりの自己報告

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

2017.08.19
第9回東京お台場サマ-＆
イブニングマラソン

5km
佐々木  高信
佐々木まゆみ

28:28 3 ペアの部

2017.09.17 第32回田沢湖iマラソン 20km 長澤　卓美 1:58:25 12 男子70歳以上

2017.09.24
リスタートタイムトライアル
㏌代々木

5km 佐藤　誠一郎 33.15

2017.10. 8 第26回流山ロードレース 10km 長澤　卓美 57.15 55.32 1373 34 男子70歳以上

編集後記              森藤 博之 

秋本番、各地で紅葉が始まっておりますが都心では夏日があったり、この秋一番の寒さ（46 年ぶり）が

訪れたり、寒暖の差が激しく体調管理が大変難しくなってきております。            

さて、会報 93 号も皆様からの寄稿で無事発行出来ました事を感謝いたします。 

金井副会長からの当アカデミーが来年（2018 年 3 月）に創立 25 周年を迎えるにあたり、設立時の苦労

やこれまでの歩みと今後のクラブの在り方等を頂きました。冨澤 展一さんからは夏恒例の富士見高原夏

合宿の練習状況やジュニアと大人のクロスカントリーリレー大会など楽しい合宿の報告です。佐々木まゆ

みさんからは読んで、見て判りやすいジュニア達の活躍状況や各大会参加記録等のＪｒ通信を頂きました。

佐々木高信さんからは走ることが嫌いな本人が今回どの様にして 100 キロマラソンを走る為に色々な計

画を立てて挑戦し、感動の完走ができたか。 

また、今回新会員2名「高比良 邦宏さま」・・元本田技研工業の和光陸上部監督で現在は少し太めになり

ましたが、2016 年の東京マラソンには年代別 6位の 3 時間 15 分で走っています。「上敷領 房子さま」・・オ

リンピック 3 回出場の宇佐美彰朗の元での市民ランナーとして活躍しています。自己紹介を頂きました。 

心より歓迎いたします。 

 

 

右から 2 人目緑色シャツが、長澤さん 
右側３位表彰台は、佐々木ご夫妻 


