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Ｍ・アカデミー第２３回小・中学生陸上競技交流大会を終えて
理事長 松村 定志
第２３回小・中学生陸上競技交流大会は、６月１０日

kids の小学６年女子椎名恵さんが８００ｍで前回大会

曇り空から雨になるという悪コンディションの中にも

に続き大会新記録を出されました。また、入賞され

かかわらず全ての参加選手による精一杯の素晴ら

なくても参加された多くの選手の皆さんが、よく走

しいパフォーマンスに助けられ大過なく終えること

りよく跳びまたよく投げ自己記録を更新されたこと

が出来ました。今回の大会も近県クラブから多数の

でしょう。そして、この大会後に開催された各都県の

参加があり募集開始後わずか三日間ほどで定員に

全国小学生陸上競技交流大会代表選考会において

達しております。これは本大会の特徴である次の点

は、当大会に参加された選手の中よりベスト８に輝い

が要因と思われます。小学１・２年

た選手が多数生れ、全国大

生の走幅跳の踏切位置をピット

会の切符を手にした選手も

寄り１ｍに特設し大きな大会の雰

誕生しております。

囲気の中で自己記録を残せるよ

この大会では小学５・６年

うにしました。小学５・６年生にお

の男女各１名と中学生男女

いては全国陸上競技交流大会

各１名に優秀選手賞として

の各都県選考大会の前哨戦に

Ｍ・アカデミー名誉会長佐々

なっており、主催者としてはタイ

木秀幸杯が授与されますが、

ムテーブルが許す限りより多く

本年は出場１種目が大会新

の選手に参加をいただけるよう

記録で優勝他の１種目も１位

にと考えています。中学生種目

若しくは入賞した千代田ＡＣ

については陸連の公認大会に認

の成川倭士くん、ima kids の

められており、クラブ所属選手が

小学５年女子長谷川愛良さ

公認記録（標準記録）を取れる大

ん、ＫＭＣ陸上クラブの中学１

会となっております。表彰につきましても学年ごと

年男子高原一希くん、城北ＡＣの中学３年女子九津

にしており、副賞（協賛企業のご協力）がつくことも

見美花さんに贈られました。
Ｍ・アカデミー陸上教室に参加しているアカデミ

選手には楽しみな企画となったようです。
さて、大会を振り返ってみますと今回は男子が７

ージュニア所属選手も過去最高の２０名が参加し、各

個・女子が１３個の大会新記録が生まれました。特に

選手が自己の最高のパフォーマンスを導き出すこと

静岡県から参加された千代田ＡＣの小学６男子成川

ができ１３種目において自己記録の更新を図ること

倭士くんが走幅跳で、千葉県から参加された ima

ができました。
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このように大会運営が大変スムーズに行われた

います。この大会の開催と運営には、参加選手及び

ことについては、競技役員の先生方、会場施設関係

監督・保護者の期待があります。次回大会は、開催会

者更には協賛をいただいた各企業・学校（園）の多

場の問題がありますが更にすばらしい運営ができま

大なるご協力があればこそと心より感謝を申し上

すよう会員皆様と関係者方々のご意見を頂戴し、準

げる次第です。更には、Ｍ・アカデミー会員皆様のご

備万端に整えて行きたいと考えますので更なるご

理解と協力があってこそ２３回の継続開催ができて

協力をよろしくお願いいたします。

近

況
齋藤 文彦

2015 年 1 月に急性大動脈解離で九死に一生を得

と観念したが、当日は、打って変

たことは、会報に記載の通りなので、その後の状況

って写真の通りの快晴。岩木山が

を少々。

雪を頂き聳え立つ。まさに、津軽

心臓から出る大動脈は人工血管に部分的に置き換

富士。

えたが、胸部、腹部、大腿に続く大動脈は解離（血管

小学校は全校で生徒数 120 余名。

が剥がれる）したままであった。

私が昭和 26 年に入学した東京都

2017 年 5 月、2 回目の手術。胸部にステントグラフ

下の小学校でも、もう少し多かったか。その後、私が

ト（人口血管の中に金属バネを入れたもの）を入れ

転校した武蔵野市の小学校は、1 学級が 60 名弱。4

る。脚の付け根から挿入、横隔膜あたりから心臓方

クラスあったから、ひとつの学年だけで 240 名弱も

向の動脈の解離に対処。開腹手術は無し。

いたか。遠い昔の話。
グランドの廻りはテント、テント、テント。ジジ、ババ

2017 年 12 月、3 回目の手術。臍のあたりの腹部大
動脈瘤の解離を人工血管に取

以下一族が参集？5 年、6 年の

替える。腹部を切り開いて手

徒競走は 150ｍも走る。体操着

術。1 回目に胸骨を切断、3 回

ではどれが孫やらわからない。

目に臍下三寸まで腹を切り開

リレーは全員が走るので、周囲

いて、手術痕の「一気通貫」完

の応援も熱が入る。運動会は、

成。臍が無くなる！、と、思っ

今年も 10 点差をつけて白組が

たが、「臍」のところは避けて

連覇してお開き。
弘前は洋菓子店などが各店

切ってあった。ひと安心。

独自のアップルパイの開発を

これで、大動脈解離は解決
と思っていたが、医者から、まだ、ステントグラフトと

競っており、土産物も各種のアップルパイが並ぶ。珈

腹部人口血管との間に、解離した大動脈が残ってい

琲店も多いようだ。観光地には中国系とおぼしきツ

るので、この部分が手術基準を超えて太くなったら、

アーバス。ナンバープレートは「水戸」「仙台」。コー

また、手術（四回目！ 仏の顔も三度までだから、四

ス名に「日本一周 9 日間の旅」とあった。
弘前から自宅へ戻ったら、体重が 2Ｋｇほど増え、

回目はどうなるか…）。力んだり走ることはダメ、と。
5 月下旬、孫の小学校の運動会を見に弘前へ。運

血圧が上がっていた。医者によると、パイの生地に

動会の前々日に弘前へ行ったが、北上するにつれて

はバターを使っているので塩分摂りすぎに注意が

曇りから雨に。東京の最高気温は 27℃、青森は 14℃。

必要と。疲れもあり、体調が戻るまでしばし休養。

13℃も低い。運動会の前日も雨。青森の最高気温

（6 月 4 日記）

10℃を下回る（東京は 26℃）。とても運動会は無理
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春日部大凧マラソン
森藤 博之
ゴールデンウイーク真ん中の 5 月 4 日（金）に第
敷を下り一般道を庄和総合公園トラックに帰って

30 回春日部大凧マラソン大会（以前は庄和大凧マ

くるコースです。

ラソンで 2005 年 10 月 1 日に隣接する春日部市と

ハーフは佐々木さんが１番でゴール続いて山本さ

合併）に参加しました。参加者は山本さん、平尾さん、
柴崎さん、富澤さん、佐々木さん,

ん、富澤さんの順で張り切っ

小熊さん、森藤の 7 名です。

てスタートした柴崎さんがな

集合場所は庄和体育館の 2Ｆの

かなか戻って来ない、山本さ

角、山本さんが毎年一番に来て

んといつも順位を争っている

場所を確保しています、この日

柴崎さんが戻ってこない、皆

は 1Ｆの角に場所を確保、皆さん

どうしたんだろうと心配し平

が徐々に集まってきたところ柴

尾さんがネットで検索したと

崎さんが到着、するとゼッケン番

ころ 2 時間 40 分経過したがま

号が何故か 7 番が送られてきた

だゴールしていないと、はて

と張り切っていました。

な何かあったのかと？そうこ

毎回ハーフには公務員ランナ

うしてしているなか本人が張

ーで埼玉県庁の川内優輝さんが

り切ってスタートした顔とは正

ゲストランナーとして走りトップ

反対の非常に疲れた顔をして

でゴールします。今回ハーフには

戻ってきた。本人はゼッケン 7

山 本 さん 、柴 崎 さん 、佐々 木 さ

番をもらいついついで張り切

ん、冨澤さんの 4 名が、10 キロに

りすぎて逆に足が動かず途中

は小熊さん森藤の２名、平尾さんは膝の痛みがあり

何回か歩いたりしたので遅くなりました、皆さんご

棄権し皆さんの応援に。

心配かけて申し訳ないと。（記録は最終ページに掲
載）

コースは全体にフラットで江戸川堤防沿いの平坦
なコースで途中対岸の河川敷（野田市平井地先）に

マラソン終了後の打ち上げは毎回恒例の蕎麦の

はグライダー滑空場として滑走路距離が日本一の

長寿庵で待望のビールで乾杯し、大会や柴崎さんの

関宿滑走場が見えフライトを終えたグライダーが見

会話などで時間の経過も忘れるほどに、皆さんほろ

えます。折り返しは前日（3 日）と翌日（5 日）に開催

酔いの千鳥足で南桜井駅に向かい来年の健闘を誓

される日本三大大凧祭りの一つ百畳敷（縦 15ｍ・横

い解散、各人は家路に。
エントリーの予想タイムは「くれぐれも気を付けて

11ｍ）の大凧を大空に舞う大凧祭りが行われる河川

登録を」・・・でした。

3

今年は異例の 6 月梅雨明けで、早くも猛暑の日々が続い
ております。アカデミージュニア教室では子どもの安全を
第一に練習を行いますので天候により時間短縮・お休み

H30 年 7 月現在の在籍数

77 名
（男子 61 名 女子 16 名）

にする場合もありますのでご了承下さい。

コーチより

細野コーチ

谷地コーチ

暑い日が続き、熱中症や夏バテ、夏風邪にはなってい
ませんか？夏はどうしても冷たいものや水分を多く取
りがちですが、しっかり塩分とそして温かい食べ物や根
菜を意識して食べることが大事です。身体の健康管理
はスポーツをする上ではとても重要なので、意識して
食べてみてください。さて、練習の方は私が忙しくな
り、なかなか見られない日が多くなりましたが、やるこ
とや注意すること、意識することは変わりません。誰が
指導にあたっても同じようにトレーニングができるよう
にメニューは難しいことはしていません。走るためのコ
ツが詰まったシンプルなものばかり。体操からトレーニ
ングまで無駄のないトレーニングにしています。ぜひ、
意識して練習してみてください。

いよいよ夏本番！暑さに
負けないためにも、ご飯・
水分・睡眠はしっかりとっ
て熱中症には気を付けて
下さい。この時期の練習
は体への負担が大きいの
で"集中"を忘れず、短時
間での技術・体力 up につ
なげましょう！

お ま た せ しま した！
アカデミーJr.会員数の増加とともに次ページのとおり、最近では大会参加メンバーも増え、大会会
場でも活気あふれるチームになってきました。ジュニア会員の皆さまにはすでにお伝えしました
が、いよいよチームユニフォームの完成が間近となりました！チームカラーは元気の出るオレンジ
色がベースです！オーダー方法等についてはメールのご連絡内容にしたがってお申込下さい。
新作を次号のアカデミージュニア通信に掲載します！！
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第 71 回大田区区民スポーツ大会春季陸上競技大
会
2018 年 5 月 4 日（日・祝）
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

Best

自己ベスト更新
6 年男子 100m 石破岳都( 2 位)・佐藤珀・西村大和・萩原悠太(3 位)
4 年女子 100m 有村彩那(7 位) 3 年女子 60m 酒井陽琳(3 位)

第 17 回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ
2018 年 5 月 6 日（日）
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
参加者 男子 14 名 女子 6 名
Best

自己ベスト更新
6 年男子 800m 酒井遥叶
3 年男子 60m 髙橋侍晄
6 年女子 100m 有村優那
4 年女子 60m 有村彩那

5 年男子 幅跳 古川健人
2 年男子 50m 安齋帆十 白栁大地
5 年女子 100m 西畑結花 笹谷胡桃
3 年女子 60m 酒井陽琳

第 23 回 M ・アカデミー
小・中学生陸上競技交流大会
2018 年 6 月 10 日（日）
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
参加者

男子 15 名

女子 4 名

Best

自己ベスト更新
6 年男子 100m 白栁煌誠 西村大和 萩原悠太 6 年男子 800m 白栁煌誠
5 年男子 100m/幅跳 古川健人 5 年男子 800m 冨永琉斗
2 年男子 50m 安齋帆十 白栁大地
6 年女子 100m 有村優那 4 年女子幅跳 有村彩那 3 年女子 60m/ジャベ 酒井陽琳
4 年女子 幅跳 有村彩那 3 年女子 60m 酒井陽琳

第 34 回全国小学生陸上競技交流大会
Best

東京都代表選手選考会

自己ベスト更新
6 年男子 100m 三井雄貴 6 年男子 800m 酒井遥叶
6 年男子 幅跳 萩原悠太 5 年男子 100m/幅跳 古川健
人
4 年女子 幅跳 有村彩那 3 年女子 ジャベ 酒井陽琳
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2018 年 6 月 24 日（日）
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

参加者 男子 5 名 女子 3 名

今シーズン記録＆かすみがうらマラソン
正岡 久武
私・正岡は 3 月末で、43 年間の教員生活に終止符を打ち、些か振り返りの時間を過ごしているところです。
まず今シーズンだけを以下に記録いたします。

2時間44分 快晴＆高温（→脱水）
２０１７年 10 月 15日 タートル北千住 ハーフ
2時間13分 土砂降り＆高低差大（→厳寒）
ハーフ
10月 22日 富士鳴沢
2時間09分 快晴＆微風（→7K43分）
ハーフ
11 月 12 日 成田POP
ハーフ
2時間07分 快晴＆微風（→5K34分イーブン）
11 月 19 日 戸田彩湖
フル
5時間42分 快晴＆微風（→25-35K減速）
11 月 26 日 富士山
１０マイル １時間２７分 快晴＆微風（→折返し４４分）
12 月 17 日 関東宗吾
（白内障手術後）
欠場
ハーフ
１２月23日 足立北千住
快晴＆微風（→5K２９分、餅太り）
５８分
10K
２０１８年 １ 月 ７ 日 松戸七草
２時間0７分 快晴＆微風（→5K２９分、餅太り）
ハーフ
１ 月 ２ １ 日 千葉マリン
１時間５７分 快晴＆微風（→7K37分）
ハーフ
２ 月 ４ 日 埼玉三郷
２時間0３分 快晴＆微風（→7K40分）
ハーフ
２ 月 １ １ 日 埼玉森林公園
２時間０４分 快晴＆微風（→後半失速）
ハーフ
３ 月 ４ 日 千葉県民富津
２時間０３分 快晴＆微風（→7K40分）
３ 月 １ １ 日 葛飾Runフェス ハーフ
１０マイル １時間３７分 快晴＆高温（→8K52分）
４ 月 １ 日 幸手権現堂
フル
５時間３４分 曇天＆微風（→25-35K減速）
４ 月 １ ５ 日 かすみがうら
計 15 大会にエントリー、足立ハーフ以外 14 レースを完走しました。欠場した足立北千住には歩けるので参
加賞は貰いに行きました。会場途中の宿場通りにある「遣りかけ団子」は絶品です。これが目当てで北千住に
は年 2 回参加している。
このシーズンは多少気合を入れて日々努力（雨以外は 7～8K を走る、月 15～25 日）したつもりであった
が、ほぼ現状維持の状態でした。この年齢になると「現状維持」が大事です。このところの目標は、スタートは
最後尾から出発、時間内に完走することです。
目安は、

5K 30～35～40 分

10K 55～70 分

Half 1 時間 50～2 時間 50 分

１０Mile 1 時間 25～40 分

Full 5～6 時間

です。（壁です）

ですが最大目標は「長い時間を楽しむ」ことに尽きます。風景を楽しみ、ボランティアの方に感謝すること。
そして関門規制にかからず怪我事故に遭わず起こさず、減速しても諦めずゴールにたどり着くことです。
さて、かすみがうらマラソン当日、

までは９分かかりました。5K40～

土浦駅に着いた８時頃は雨が降り続き

50 分を目安に給水所では必ず

ホームから大混雑で改札を出ても長

水を口に含みうがいし口をサッ

蛇の列でした。会場へこのまま行って

パリ、あと少し喉に入れ、残り半

も泥んこズブ濡れになるだけと判断

分を頭にかけることを心掛けまし

し跨線橋デッキ通路に待機すること

た。10K 毎にはトイレも必ず行くと

に。しばらくすると土産業者の「お姉さ

しました。12K 手前では教え子の

ま」（かなり年配）が登場。正岡はここで着替えて荷

親子に再会しました。20K 手前の歩埼城も無事通

物を預けることを考えました。「ゴールしたら必ず土

過、霞ケ浦の絶景が前方に広がりました。これは調

産を買います、１６時までには戻ります」とお姉さま

子が良い、このリズムで行こうと考えました。
しかし 25K を過ぎた辺りから徐々に減速、頭もフ

と約束お互い笑顔で交渉が成立。

ラフラ、30K 位では歩いている人に抜かれるような

そしてスタート地点へ、いつも通り最後部 F ブロッ

有様になりました。その後 32K 付近の「ばあちゃんｴ

クは駅からほど近くラッキーでした。スタートライン
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ｲﾄﾞ」に出会い、「お茶に梅干し御新香もあるよ」の若

殿中」等で試食攻めにあいました。勿論土産も買い

い声に反応、体が動き始め感覚が戻りました。「これ

ました。

は“大”だ」と判断、WC を探し籠りました。全快しまし

「水戸のようかん」をおまけに貰って「来年また来ま

た。何と目前に筑波山が聳え、雲遠くから富士山らし

す」と笑顔で別れました。
先に触れた教え子は、４３年前に教員の

い峰も見つけたのです。35K からはしっ
かり走れました。でも「あと 1ｋ」は遠かっ

初年に出会い、なぜか年賀状のやり取り

た。何とか競技場に戻ってからは全力で

が続きました。お母様には数年前に大幟で

腕を振りました。そして「笑顔で Finish」。

「先生頑張って」の応援を貰ったことがあ

心の底から「ありがとうございました」と

りました。ゴール後 43 年ぶりに握手を交

言えました。

わした姿には年輪が刻まれていました。正
岡６５歳、彼は５５歳になっていました。話

今回は「救急ランナー」を初めて勤め
ました。時々周りを見渡しながらの 42K

が弾み友人に呼びかけ近々集りを持つこ

でもありました。が心配なランナーはい

とになりました。有り難いことです。
「かすみがうらマラソン 2018」は有難いこと尽く

なく、自分が救急状態になりそうな経験をしたのに

めでした。こんなにも有難かったことを誰かに伝え

ゴール後「JTB 1000 券」をいただきました。

たいと思い長々と綴りました。ありがとうございま

さらに追加があります。ゴール後土産売り子のお

した。

姉さまに「只今戻りました」と挨拶すると大歓迎を受
けました。着替えを済ませた後「水戸の梅」や「吉原

筋トレと休肝日で復活を目論む
石堀 和雄
昨年 11 月大きなケガを２つしました。重度の左ふく

なんとか復活し、？年後のマラソンランキング上位

らはぎ肉離れ（３月までに再発４度）と転倒による右

進出を目論んでいます。１年半ぶりの本格的大会出

膝じん帯損傷（膝がゆるんだ状態で手術も検討中）

場となった５月の山中湖ロードレース一周の部（１３．６

で引退の危機です。リハビリにも真剣に取り組めず、

㎞）では、平均５分４０秒ペースで走りましたが筋肉

出口が見えない中、転機は２月の青梅マラソン（私

痛も出ず、まずは筋トレの成果を実感したところで

は棄権）でした。３０キロの部６０歳代で１位になった２

す。

０代の頃のライバルＨ氏（６５歳、昨年度マラソンラン
キング１位）から電話をいただいたのです。Ｈ氏「歳を
取ったら特に筋トレはやった方がいいよ。練習は朝・
昼の２部錬やってる」、私「仕事はしていないんです
か？」、Ｈ氏「石堀君、僕の仕事はマラソンだよ」Ｈ氏
の言葉に大いに刺激を受けた私は、４月からケガを
しない身体づくり（肉体改造）を目指してフィットネス
クラブ通いを始めました。（週３回、うち１回はトレッド
ミル）さらに、長年習慣だった毎日のお酒も、トレー
ニング日は牛乳に変える決断をしました。（休肝日０
日から３日へ！）ここ数年は１年のうちのほとんどが
富士山をバックに仲間たちと。中央が私・石堀

故障との闘いでしたが、再発の不安を抱えつつも、
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ＭＡ会員の大会参加の記録（2018.4.28～2018.7.22)
開催日

2018.4.28 ピ―エスエス皇居ランニング大会
2018.5.4

距
離

大 会 名

第30回春日部大凧マラソン

各人よりの自己申告

氏

名

ｸﾞﾛｽ･ﾀｲﾑ

ﾈｯﾄ･ﾀｲﾑ

総合順位

種目別順位

5km

佐藤 誠一郎

32.06

ハーフ

佐々木 高信

2:19:19

2:16:49

1054/1488

4060/6131 男子50歳以上

山本 英夫

2:28:43

2:26:45

618/878

4578/6131 男子60歳以上

冨澤 展一

2:29:38

2:25:40

627/878

4619/6131

〃

柴崎 良雄

2:51:53

2:50:10

729/878

5150/6131

〃

小熊 洋悦

1:10:51

1:09:22

412/656 2159/3073

〃

森藤 博之

1.30:19

1.28:39

548/656 2651/3073

〃

10km

６位入賞

2018.5.13 第28回仙台国際ハーフマラソン

ハーフ

佐々木 高信

2:24:28

2018.5.27 第３８回スポニチ山中湖ロードレース

13.6km

石堀 和雄

1:17:09

4km

佐々木 高信

55:05

61

ハーフ

佐々木 高信

2:55:47

24/32

2018.7.13 第28回葛西臨海公園ナイトマラソン

5km

佐々木 高信

27:44

89

2018.7.22 第7回大井東京夏マラソン

6km

佐々木 高信

35:50

5

2018.6.3

ふくしまゲレンデ逆走マラソン

2018.7.1

第4回 ＵＰ ＲＵＮ品川マラソン大会

種目名

6556
102/831

365/2346 男子60歳以上

※MA会員の大会記録は、会報発行日（2月15日 5月15日 8月15日 11月15日の4回）の20日前までにまとめてご報告お願いします。

東京陸協よりの依頼
東日本大震災の被災地をランニングと自転車でつなぐ「未来への道 1,000Km 横断リレーマラソン」が
8 月 7 日東京・駒沢競技場の中央広場にゴールします。東京陸協から M・アカデミーにゴール地点の誘導依
頼があり、石上会長を初め・小野澤・加賀・佐々木・高比良・冨澤・長澤・平尾・米倉の 9 名が誘導を行います。

編

集

後

記

森藤

博之

今年もまた大きな災害が発生しました。関東地方が梅雨明け後の 7 月 6 日～8 日にかけて西日本を中
心とした記録的豪雨（平成 30 年 7 月西日本豪雨）は数十年に一度の災害で九州・中国・四国で土砂崩れや
河川の氾濫で列島に甚大な被害をもたらし 200 人以上の方が亡くなり、安否（行方）不明者が現在多数お
ります。謹んでお悔やみ申し上げます。
今年は梅雨明けが早く猛暑続きで体調管理が大変です、熱中症にかかるリスクがより高くなっておりま
す。こまめに水分・塩分補給をとり熱中症にかからないようにしましょう。
また、東京五輪の開幕まで 2 年を切り大会のメイン会場の新国立競技場の工事も順調に進行中で 2020
年 2 月の完成が待ち遠しいですね。
さて、会報 96 号も皆様のご協力で発行することが出来ましたことに感謝いたします。
先ずは、斎藤文彦さまから小・中大会に多額のご寄付を頂きました事をご報告いたします。この場を借り
て会員一同に代わり厚く御礼申し上げます。
松村様より第 23 回目を迎えた小・中学生交流大会を終えて、齋藤様より大病後の近況報告、佐々木様より
一目でわかるアカデミージュニア報告、正岡様より教員生活終止符後の近況報告、石堀様よりの怪我を克
服した筋トレ、他春日部大凧マラソンの寄稿を頂きました。ご協力ありがとうございました。
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