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2018 年を迎え、Ｍ・アカデミー展望と課題             

会長 石上 敬久 

 新年おめでとうございます。2020年の東京オリン

ピックが迫ってまいりました。元旦に恒例の「神宮外

苑競歩大会」の審判員で行ってまいりましたが、新

国立競技場の工事が着々と進んで居ります、基礎が

終わり、スタンドの建設が始まり、壮大な雄姿が見ら

れるのも間近かと思います。 さて、アカデミー、昨

年の運営は、会員の皆様の献身的なご協力、ご支援

を頂き、無事経過いたしました事に、心より感謝申し

上げます。 特に、アカデミーのジュニアの会員の

増加は、目を見張るような急増をいたしました。こ

れまでの会費の値上げにも拘わらず、倍増の結果と

なりました。担当の松村理事長、佐々木部長のご苦

労は大変なものと推測いたします。 今後のジュニ

アの活動を如何にするかが、今年の大きな課題の一

つであると会員の全体の方に認識して頂きたいと

思います。昨年後半より、理事、会員のお手すきな方

に練習会のお手伝いをお願いして、ご協力賜りなが

ら何とかサポートしておりますが、コーチを含め、抜

本的な見直しをしていかねばならないと思います。

会員の皆様の建設的な、ご意見を頂きたいと思い

ます。 

 次に、イベントの 1 つである、「ロードレース大会」

見送りについて、昨今、ロードレースの大会が非常に

多くなり、東京マラソン、青梅マラソン、板橋シティマ

ラソン等々の行政や財団等の催す大会は、参加者が

多数集まりますが、我々の様な、小規模で短い距離

の大会は、参加が軒並み減少しており、会場の確保

も難しく、赤字の大会が続出しており、「労多くして

実なし」の現象が見られます。当クラブとしましても、

小･中学生陸上大会の運営費

の捻出の為に、開催しておりま

したが、会場等の都合もあり、

この際、残念ですが、思い切っ

て中止に踏み切る決断を理事

会にて確認いたしました。ロー

ド大会協賛企業については、

引き続き、小中学生陸上大会のスポンサーとして、

協力を、お願いして行くつもりです。 

 小・中学生の陸上大会については「継続こそ力な

り」の諺の様に東京都で一番古い大会で、参加者が

待っている大会でも有り、底辺の陸上競技者の養成

の趣旨から、6月10日(日）大井競技場で開催するこ

とが決定しております。会員の皆様、全員のご支援

をお願い申し上げます。 

 次に、私案ですが、ロードの替わりに、秋に会員、ジ

ュニアを含めた「アカデミー大運動会」を行いたい

と思いますが、如何でしょうか、「50ｍ、100ｍ、1Ｋ、親

子リレー等々」、有名選手をゲストで参加頂き、一日

楽しく遊ぶ会員の親睦会を六郷土手グランドにて開

催したいと思います。ご賛同いただけるなら、これ

につきましては、プロジェクトを組み、皆さんのご意

見を伺いながら進めたいと思います。 

 以上、念頭に際し、長々と書きましたが、 今一度、

ここで、創立時のアカデミーの規約の第3条（目的）、

第 4 条（事業）を思い起こして下さい。原点に立ち返

り、Ｍ・アカデミーの方向を確認いたしましょう。 

最後に、会員の皆様、お互い健康第一に、今年 1年多

いに楽しみましょう！ 
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●Ｍ・アカデミー規約 

第 3条（目的） 

本クラブは、陸上競技を通じ会員相互の健康と親睦を図り、併せてジュニアの育成と公認審判員の養成を通

じ陸上競技の振興に寄与する。 

第 4 条（事業） 

（1）本クラブは、陸上競技を指導する。   （2）各種大会に選手を参加させる。 

（3）各種陸上競技大会開催に協力する。  （4）陸上競技に関する練習会及び講習会を開催する。  

（5）各種競技会を開催する。       （6）陸上競技の普及を目的に、アカデミーＪｒ等の運営を行なう。 

（7)その他、本クラブに有意義な事業を実施する。 

                       

石上会長「生涯スポーツ健康賞」を授与される！ 

12 月 1 日一般社団法人「日本生涯スポーツ健康協会」のクリスマスパーティの席上、当クラ

ブの会長、石上敬久さんが、永年にわたり、陸上競技界の為に、献身的に貢献され、さらに、

所属クラブで、小・中学生の陸上競技大会、マラソン大会等を開催され、普及活動にも力を

入れられているとの事で、表彰されました。本人からもＭ・アカデミーに対する賞として，戴

けたものだとのお礼と、今後とも、体力の続く限り、｣陸上競技のお手伝いに邁進したいと

のご挨拶が有りました。おめでとうございます。           松村 定志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東 陸 だ よ り 
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第３２回（連続１８回目）田沢湖マラソンを走って    長澤 卓美 

  

 ９月１７日（日）8時 30分過ぎに会場入り、すでに開

会式が始まっていた。恒例の大会開会式には我がク

ラブ佐々木名誉会長はすでに大会会場の壇上に上

がっていた。その横を通った時に運よく佐々木名誉

会長がこちらを向いてくれ、挨拶ができた。会場入

りは田舎の 3 歳年下、F 君（10ｋｍ）の奥様の運転で F

君は１０ｋｍ（辰子像）で降り、そのまま私を 20ｋｍスタ

ート付近まで送ってくれた。途中 2 箇所大雨（７月・８

月記録的）による土砂崩れの為、片側通行と今回の

台風の影響で御座の石（５ｋｍ）付近では強風に見舞

われていた。会場ではフル参加の同郷中仙会の仲

間 S さん・W さんと会い、「今年もがんば

ろう！！」のガッツポーズで挨拶を交わ

し其々のスタートラインに向かった。又、

奇遇にも大会式会場で佐倉マラソン参

加証の帽子（8 年ほど前？）を着用して

いるお年寄りの女性（埼玉）と話が出来

た。20ｋｍスタートラインに着いたら先程

出会った女性がいるではないか？スタ

ートまで時間的余裕があったので話し

込んだ。田沢湖マラソンは6回目だと言

う。フルに 2 回現在は２０ｋｍとの事。 

フル・20km・１０ｋｍ・ファミリー10 時同時スタートした。

先程の女性が気になっていたが、私と同じようなペ

ースで走っている。３ｋｍ付近まで併走出来たが、こ

れから併走は無理と思い、スピードダウン・・・女性は

淡々と走っていく。完全に負けたと思った。でも、何

時かは追い着いて抜きたいと夢に描いていたが、

御座の石（５ｋｍ）付近での強風には体力を消耗した。

10km（辰子像）にたどり着いたがこの時はもうへと

へと・・・実家の兄貴が応援に来てくれて、「今日は調

子が良いの？」と聞かれたが、「昨年より 3 分遅

い！！」と答えるのが精一杯でした。 

 これからが大変・・・13ｋｍと 16ｋｍ付近の大きな登り

があり、案の定この登りには耐えきれず、数十回も

歩いた。今年はゆっくりのせいか？何時も起きる足

（脹脛）の痙攣はなかった。負け惜しみになるが、今

年はタイムではなく完走する事と完走後の夜の中 

 

学同期会に参加す

る事が目的である。

ゴール！！昨年より

10 分遅い１時間５８

分２５秒（７０歳以上

男子１２位）でした。１

０ｋｍ参加の F 君がいるはずが見当たらない・・・当地

ご馳走のご飯（あきたこまち）とみそ汁を頂き、うろ

うろしていたら F 君と出会った。F 君の奥さんから後

で連絡を受けたが・・・朝送って頂いたルートより迎え

に来てもらう手段がなかったルートはマラソン開始

から、１４時まで通行止めとの事でした。

F 君と二人で迎えに来れる箇所（茶店）

でビールで乾杯（お疲れ様でした）と腹

ごしらえをして迎えを待っていた。夜の

中学同期会は予定通り実行できた。 

今回の目的は実家に帰り親にお線香

をあげる事とマラソンを走る仲間と出

会え、完走し、中学同期会に参加するこ

と。更に欲張り実家の畑から茗荷を採り

持ち帰る（酢漬け）事でした。満足して

いたが、翌日台風の影響で座席を確保していた列

車が運休になり、他の列車でも運よく座れたが、予

定より１時間ほど遅く帰宅出来た。 

気になる同じ２０km 参加の女性の成績をネットで

確認したところ、７０歳以上女性の部 1 位 1 時間 46

分で走り、2 位以下は 2 時間以上という大差で優勝

していた。今度何処かでお会い出来る事を願い励ま

してやれる事を楽しみにしています。 

 私、今年内は１０月流山 10ｋｍ・SKOTT 駅伝 5ｋｍ、１１

月成田 POP10ｋｍ・さんむ 10ｋｍ、１２月八千代ｉｎ１０マイ

ル・関東ロード 10ｋｍの６回エントリー完了。４５歳マラ

ソン参加から継続マラソン参加完走の回数が298回

となる。来年は千葉マリン 10ｋｍ・印西ハーフで 300

回記念になる。これからも精進してこの 300 回を実

現したいと思っている。走れるのも走る仲間と応援

者からの支援で出来る事です。皆様に感謝です。 



 

4 

 

近 況 報 告 

H30 年 1 月現在の在籍数 80 名 

（男子 56 名 女子 24 名） 

今年度の当教室の参加する大会も

すべて終了し、リニューアルしたグラ

ンド及びその周辺にて冬季ならでは

の長距離を取り入れた練習を行って

います 

新 年 を迎 えて・・・ 

 

 

 

 

2018 年になり、目標などを立てましたか？ 

コーチは毎年、新たな一年をどう過ごしたい

かを意識して、漢字一文字に表し、書き初め

をしています。そしてそれを見えるところに

ずっと貼っておきます。そうすると、毎日見

るので無意識に意識するようになります。 

人間、どうしても楽をしたくなります。でもそれでは目標を達

成できません。みんなもこの一年を素敵な一年にできるよう、

目標を持ってがんばってください！ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細野史晃コーチ 

～新刊のご案内～ 

このたび、細野コーチの著書 

『マラソンセンスとランニング』

が出版されました！！ 

おしるこ 

新 年 会  

今年初の練習日 1 月 13 日、おしるこ新年会を開催。保護者の方

も含め約 40 名が参加し、手作りのおしるこを食べながらおしゃ

べりしたり、お楽しみ抽選会も行い楽しくにぎやかなひと時を

過ごしました。 

場所を提供して下さった中華料理店『宴客』様には心より感謝

申し上げます。 

みんなとおしゃ

べりができて楽

しかった 

おしるこはおいし

かったけどかなり

甘かった 

抽選会は全員に

景品があってよ

かった 

また来年も 

やってほしい 

！！ 

参加者の声 
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昨年 10 月の台風・大雨により六郷土手河川敷は壊

滅的被害を受け、アカデミージュニア教室は４週連

続中止という前代未聞の事態を招きました。一時は

どうなることかと心配しましたが年末にはグランド、

砂場とも整備・補修され以前と同じ場所での練習を

再開できるようになり一安心いたしました。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度もあと 1 ヶ月余りとなり、新年度を迎える時期となってまいりました。1 年間ありがとうございました。 

来年度のアカデミージュニア陸上教室につきまして、会員の皆さまには『継続のご案内』を発送いたしますの

で、継続を希望される方は早めのお手続きをお願いします。発送は 2 月下旬を予定しております。 

来年度も引続き皆さまのご理解、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

アカデミージュニアコーチ一同 

 

大会レポート 

第 13 回東京都小学生駅伝・ロードレース大会 

2017 年 12 月 17 日（日） 

板橋区荒川戸田橋競技場 荒川河川敷特設コース 

参加者 小 5 男子 3 名 小 4 男子 2 名 

アカデミージュニアで参加する今年度最後の大会、全員個人の部（1.5 ㎞）に参

加しました。とても寒い中皆よく頑張って完走しました。4年古川君（左写真）が4

位でフィニッシュ、3 位とは 2 秒差、すばらしい追い上げでよく頑張りました。 

 

六郷土手グランド Before & After 

台風の影響による夜中の大雨で多摩川が氾濫、翌朝には階段上ま

で浸水、徐々にひいてはきたものの、その後が悲惨なことに･･･ 

アカデミージュニア継 続 手 続 きについて 

この階段上まで完全に浸水、川から流れて

きたごみの溜り場となってしまいました。 

トラックコーナー部分、まるで工事

現場のありさまでした。 

幅跳練習用砂場、砂は完全に流され泥沼状

態に…それが枠ごときれいに様変わり 
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蓮 田 マ ラ ソ ン                     柴崎 良雄 

 マンゴープリン、杏仁プリンにシュークリーム、

ドーナツなどなど甘い香りが漂う街中のケーキ

店？ いやいやここは一面、田園風景が広がるの

どかな歩道の一画。 

今回（11 月 25 日）マラソン大会でお邪魔した

のは、埼玉県・蓮田市で、市街

地の北のグランドから反時計回

りに１０キロを走るコースで、

途中２か所に給水がありそこに

甘―いスイーツがどっさり用意

されていた。 今年は第６回目、

３,０００人のランナー（内、女

性は１,２００人=４割）が走る

ローカル色豊かな大会だ。 

小春日和のおだやかな晩秋の

陽光を受け１０：２０、１０Ｋ

がスタートした。我々Ｍ・アカ

デミーの精鋭６人が軽やかな足

取りで地元の方々の熱い応援を

受け順調に距離を進め、身体も

温まってきたころに最初の給水

（４Ｋ地点）があった。スポーツ

ドリンクで乾いたのどを潤し、

早速食いしん坊の手が伸びすば

やくシュークリームを取って頬

張れば思わず「うまい」と胃袋

に直行していった。幸せな気分

に慕ったところでボランティア

の方にお礼を言って走り出した。

突然前方が開け、一面、区画さ

れた田んぼが広がり解放感を味

わえた反面、前方のランナーが小

さくなって走っているのが目に

入り、ああーあそこまで走るのか

と何とも言えぬ気分になる。しか

しまだ疲れていないし次の給水

まで行こう。 

次の給水（７Ｋ地点）では黒山

の人だかり、まず水でのどを潤しその人だかりに

はマンゴープリンがわんさとあった。なにはとも

あれカップのふたをこじ開けスプーンですくって

一口、口に流し込んだ。途端に口内が濃厚なマン

ゴーの甘い香りで充満しそれが一気に脳へ伝播し

て幸せな気分になってしまっ

た。続けて 2 口 3 口とあっと

いう間に平らげ、同時に次の

杏仁プリンに手が伸びていた。

これも同様な行動に走ったの

は言うまでもない。おまえは

ここにスイーツを食べに来た

のか？走りに来たのか？どっ

ちだ！！と主催者側に言わ

れてしまう程うれしい気分、

幸せの気分を満喫できた。１

０Ｋレースだからこそ味わ

えた至福の瞬間だ。ちなみに

幸せの気分を味わった分だ

けタイムは1時間を軽くオー

バーしてしまった。 

 なお、ゴール後も蓮田市近隣

１２店舗のパティシエが腕

によりをかけた最上のスイ

ーツを 1人 3 個まで（事前に

ランナー登録制）頂ける特典

があり、これもみんなでゴー

ル後、味わって来年の参加を

誓った。 またレース終了後、

長沼氏のご自宅で自ら育て

た野菜を奥様の心のこもっ

た手料理でいっぱいいただ

き、お２人に感謝しつつ楽し

いひと時を過ごした。大変ご

ちそう様でした。                  

以 上 

 

中央オレンジ色は柴崎さん 

先頭に並ぶ水色は長沼さん 
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シリーズ 私のマラソン練習＆健康法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の健康法         山本 英夫 

私のランニング生活は、自宅近くの大宮公園の周回コースを

10km 走ることです。目標は、週 2～3回、大抵は午後 4時ごろ

から 1時間です。走りながら出会った人々に挨拶しながら、時

には立ち話をしますので 1時間半くらい時間を取られます。こ

れでストレスは全て解消です。夏場は 5km しか走れません。そ

れも、4km のジョグ、残り 1ｋｍは 200m のショートインターバ

ルで終わりです。これでも 40 分はかかります。そして遊園地

の鉄棒にぶら下がって終わりです。これは夏大好き人間の夏場

の話です。 

冬の 12 月～1 月は寒の内は走りません。この時期は極力自転

車に乗らず歩くようにしています。 

写真は、大宮公園マイコース 

私のジョギング練習         平尾 敏 

 何事も形から入らないと気が済まない団塊の世代にとってジ

ョギングにも数々の道具が必要です。今、私が使っている時計は

「ガーミンアスリート」（実費 5 万円）です。さすが先進国アメ

リカの機械はカタログの記載に一日の長があり、誤差 1m 以内の

距離測定など、これを駆使すると一年もしない内に立派なアスリ

ートに仕上げてくれるという確信の基、購入しました。でも分か

ったことは大事なことは機械ではなく本人の「やる気」でした。

そうは言いながら、自宅中心に、1km、3km、5km のコースを設定

し、その日の調子に合わせながらジョギングを楽しんでいます。

最近は、ピンピンコロリを究極の健康法とするスロージョギング

にも手掛けています。 
 

ご 案 内 

第２５回Ｍ・アカデミー総会 

（1）日 時  ３月１７日(土) 14：00～ 

（2）会 場  品川区荏原第五区民集会所（第３集会室）  

総会後に懇親会開催 

第２２回小中学生陸上競技交流大会 

（1）日 時  6 月１0日(日)  

（2）会 場  品川区大井陸上競技場 
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編集後記              森藤 博之 

大寒を過ぎ、寒さの中にもすがすがしさを感じるこの頃です、木々の枝先には温かい春を待ち遠し

いと小さな蕾が見られます。また国内ではマラソンシーズン真っ盛りで会員の皆様も各地の大会に参

加しています。さて、皆様のご協力で会報 94 号が無事発行できました事を感謝いたします。 

石上会長からの当アカデミーの展望と課題を初め、長澤様から連続 18 回出場の田沢湖マラソン、

柴崎さんから甘いスイーツ一杯の蓮田マラソン大会、佐々木さんからいつも楽しいジュニアの活動状

況、平尾さん・山本さんからは私のマラソン練習と健康法と今回も会報は課題満載です。 

ＭＡ会員の大会参加の記録（2017.10.29～2018.01.21) 各人よりの自己申告

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

2017.10.29 第23回手賀沼マラソン ハーフ 相模　義夫 2:21:43 2:18:45 143/199 男子65歳～69歳

2017.11.3 第12回那須塩原マラソン ハーフ 佐々木　高信 1.57.25 147

2017.11.5 福生健康マラソン 10km 佐藤　誠一郎 1:13:56

2017.11.12 第3回さいたま国際マラソン フル 相模　義夫 5:34:42 5:26:56 8811/10112 一般男子

佐々木　高信 5.44.38 9898/10112 　　〃

2017.11.12 2017成田ＰＯＰラン大会 10km 長澤　卓美 55:03 54:56 38 男子60歳以上

2017.11.25 第6回蓮田マラソン 10km 長沼　秋男 1:00:31 36 男子65歳以上

冨澤　展一 1:02:19 44 　　　〃

山本　英夫 1:03:23 48 　　　〃

柴崎　良雄 1:06:52 58 　　　〃

森藤　博之 1:13:12 73 　　　〃

平尾　敏 1:29:51 90 　　　〃

2017.11.26 第37回つくばマラソン 10km 相模　義夫 59:46 58:32 901/1608 男子総合

上敷領　房子 1.05.42 1.05.18 483/897 女子総合

2017.11.26 さんロード 10km 長澤　卓美 53:53 53:53 46 男子60歳以上

2018.12.3 第6回壬生町ゆうがおマラソン 10km 佐々木　高信 55.34 173

2017.12.10 第20回ニューリバーロードレース八千代 10マイル 長澤　卓美 1:33:54 1:33:24 156 男子60歳以上

森藤　博之 1:52:32 1:52:29 255 　　　〃

2017.12.10 奈良2017マラソン 10km 相模　義夫 54:31 54:25 53/605 男子総合

2017.12.17 関東ロードレース 10km 長澤　卓美 56:20 56:20 26 男子70歳以上

2017.12.17 クリスマスチャリティー 5km 佐藤　誠一郎 32:09 男子総合

2017.12.23 第8回足立フレンドリー ハーフ 佐々木　高信 2.15.29 2.11.09 916/3455 男子総合

佐々木　まゆみ 2.15.39 2.11.19 505/3455 女子総合

2018.1.7 第63回松戸七草マラソン 10km 森藤　博之 1:09:27 1:08:19 1769 男子総合

2018.1.14 白岡新春マラソン 10km 長沼　秋男 59:32 82 492 男子65歳以上

2018.1.21 第42回サンスポ千葉マリンマラソン ハーフ 正岡　久武 2.07.58

2018.1.21 第42回サンスポ千葉マリンマラソン 10km 佐々木　愛 50.33

松村　定志 51.24

佐々木　高信 56.28

佐々木　まゆみ 57.28

川原　義也 1.02.41

森藤　博之 1.05.41

長澤　卓美 1.27.10.


