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～～第52回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会～～
梅雨の晴れ間の6月12 日（日）千葉市・千葉県総

場できる大会ともなっています。

合スポーツセンター陸上競技競技場において第52回千
葉県スポーツ祭典・陸上競技大会が開催されました。当

トラック種目は100m、200m、400m、800m、1000

日は雲間から真夏を思わせる強い日差しがあるものの、

m（小学生のみ）、1500m、5000m、4 ×100mR 、
４×400mR の9種目。それぞれ小中学生男女・・一般

グランドを吹き抜けるさわやかな風に好記録の誕生が期

待される中、午前9時一般男子400m予選からスタート。 男女・壮年男女の種目に分かれ、またフィールド種目は、
砲丸投げ、やり投げ、走高跳、走り幅跳び、三段跳びの
今年は昨年以上に参加者が多く約800名（延べ10

4種目。同じく中学男女・一般男女にそれぞれ日頃のト

00 名）のアスリートが参集しました。本大会は、新日本

レーニングの成果を十分に出しきった熱戦が繰り広げられ

スポーツ連盟が謳っています「いつでも、どこでも、だれでも

ました。その中で42 種目中8種目12個の大会記録が、

スポーツを」を象徴するように小中学生からベテランまで幅
広い層の選手が参加できるのが特徴。特に小中学生ア

1種目の大会タイ記録がそれぞれ出ました。一際輝いてい
たのが男子走り高跳びで2m06の記録を出した阿部 悠

スリートにとっては憧れの『天台陸上競技場』での大会と

選手（帝京平成大学）表彰式でも喜びを込めて「この

いうことで参加者の半数を占めています。因みに参加者

大会は相性が良いんです。昨年も2m01で優勝すること

総数799名中、小学生173名、中学生297名、合計

ができ、連続優勝で満足しています。」とのコメント。 来る

470名となっています。勿論ベテランアスリートや大学生、

11 月 6日（日）千葉県総合スポーツ祭典で開催され

一般アスリートにとっても写真判定を含め役員体制が整っ

る全国大会でも更なる「高い峰をめざして」優勝してくれ

ている大会でのベストパフォーマンスが保証され安心して出

ることを期待します。

なお、大会新記録及びタイ記録は次の通りです。
・中学男子

100m
200m

11秒34
23秒96

秀島 来(幕張本郷中)
藤ヶ埼 諒(誉田中)

・一般男子
走幅跳
走高跳

7m00
2m06

田口 宣幸(土気TFC)
阿部 悠(帝京平成大学)

・一般女子

400m
800m

1分00秒84
2分22秒09

今井 咲(千葉大学クラブ)
今井 咲(千葉大学クラブ)

2m06の大会記録を出した瞬間

25秒69

川窪 崩夏(幕張本郷中)

陸上競技大会に参加して

阿部悠さん

・中学女子

200ｍ
・一般女子
走高跳

1m56

上野 祐季(轟ＡＣ)
一般男子三段跳
島田喜文さん

壮年男子 5,000 ｍ
決勝

陸上競技大会に参加して
素晴らしい会場で練習の成果を十分発揮できる大
会なので、今年もバスを貸し切って、 5 年生 32名・ 6
年生 37名男女合わせて 69名で参加しました。
昨年まで 1,000mだけの出場でしたが、今年は 6年生
が 100mに出場することができました。参加者も多く
な り、 年 々レ ベ ルも 高 くな っ てい る ので 、 7 月 10 日
( 日 )同じ県スポーツセンターで開催される小学生陸
上交流会 (全国大会 ) に向けて大きな励みになってい
ます。

100m では自分達と中学生や大人の人達の走り方の
違いや速さを見て勉強になったようです。今回の大
会では、たくさんの児童が記録を更新するとともに
新しい目標ができました。
この大会はやり投や砲丸投など小学校ではやって
いないフィールド種目を見られるのも楽しみです。
保護者の方も応援に来て頂きました。
法典陸上クラブ顧問
齊藤哲大

前日 の 気温 が 30 度 を超 え てお り 心配 し てい た が、
当日はやはり 25 度以上はあったと思われる気象条件
であった。
ただ、私はこの大会が大好きである。もう 6月 15日
で 58才になり、右膝内側半月板切除と左脚ハムスト
リ ン グ 大腿 二 頭 筋、 筋 断 裂 のハ ン デ ィを 背 負 う も、
こ の 日 に合 わ せ 短い 期 間 で はあ っ た が体 幹 を 鍛 え、
ハムストリングと大腿二頭筋の強化をプラスに今出
来ることでベストを尽くそうと望んだ。スピード練
習は坂道をダッシュのみ、それでも走りたい大会な
のだ！
それはロードレースでは味わえないあの緊張感。
速い人も遅い人も平等に選手として扱ってくれる。
審判員や係の方の対応や (財 ) 日本陸上競技連盟、公
認競技大会に相応しい会場の雰囲気。この全てが遅
い私でもチョッピリ アスリートになった気分で集
中できるからである。あの腰ナンバーを装着した時
自分なりにスイッチが入る。
結果は 5分 45秒 56ととても速いとは言えないタイム
ではあるが、 1,000ｍのインターバルをしてもようや
く 4分を切れる程度なのに、この大会では 3 分 50 秒を
切るラップで 1,000m を通過出来たことも、アドレナ
リンが出て走りに集中していた結果である。
あのラストのホームストレッチでの 100ｍの苦しさ
がたまらなく、ゴール後の快感と変わるのがロード
レースでは味わえない達成感ではないだろうか！
最後にこの競技会の主旨である「だれでも」老若
男女が参加できることを支えて頂いている審判員や
各係員の感謝をもって感想とさせて頂きたい。

11 月の全国大会も大いに盛り上がるよう期待してい
る。勿論私も出場する。
壮年男子 5,000ｍ

仁部

均（中原証券ＲＣ）

「えっマジ？？」からフランス遠征は始まりました。
フランス遠征記
ワイルドマジョーラ
那須 誠

6月3日

5月31日 成田空港
見回すとカウンターに中村さんただ1人。（ワイルドマジョー

この日は、今大会のレセプションがあり、各チームの代表

ラからは私を含めて3名の予定）

が各国での活動報告と今大会に対する意気込みを語り

クラブ代表の磯部さんの携帯に連絡すると、「パスポートの

ました。前回大会に参加した人や、日本に来て大会に参

期限切れ・・・」「えっマジ？？」

加した人たちは久々の再開を楽しんでいました。

嵐の予感がするスタートでした。

フランスの仲間と！

バルサン
有吉さん（左から 2 人目）

6月4・5日
本格的に試合が開始されました。
開会式入場時、フランスの子供たちが周囲にたくさんいて、
各国の入場を盛り上げてくれました。日本代表チームも
侍のヅラやおもちゃの刀を持って入場し盛り上げました。
試合中におけるセルフジャッジで、少々揉めることもありま
フランスのシャルル・ド・ゴール空港に関西組に遅れること

したが、試合後にはフランス語や英語、日本語をお互いが

1時間弱、出口を出るとすでに侍のヅラを付けた日本人

色々な言葉使って、健闘を称えあい握手や軽いハグをし

が・・・そう、関西組が既に今回日本代表チームに同行し

ました。また、日本から持参したガチャガチャ、お菓子、扇

てフランス人と意気投合していました。さすが関西の人と

子、お箸等がもの凄い人気で、すぐに無くなってしまいまし

思いつつ、フランスの人もノリノリなんだと思った瞬間でした。

た。

ワ イルドマジョーラ

ワイルドマジョーラ

那須さん（中央）

中村さん

6月6日
6月1・2日
１日が初めて、日本代表チーム全員揃ってのサッカーで
した。感触としては、初めてにしては、連携が取れており、フォー

色々の出来事がありましたが、空港に向かう途中やっと
太陽が顔を出してくれました。
やっぱり嵐・・・（セーヌ川氾濫等異常気象に見舞われ）

メーションや選手同士のコミュニケーションが取れて来ればチー
ムとして戦えると感じました。

このフランス遠征で、サッカーの力は凄い！！ボール一つで
言葉は関係なくコミュニケーションが取れる凄いスポーツだと

両日ともフランスのチームと試合をしたのですが、試合前

認識しました。

からみんな挨拶を交わしたりして、交流を図りながら試合

最後にこのフランス遠征に携わって頂いた方、選手を快く

を開始しました。試合中はセルフジャッジで何事も揉める

送り出してくれた職場の方、家族、皆さんのおかげでたくさ

ことなく和気あいあいと終了しました。

んの良い経験が出来ました。本当にありがとうございました。

第2回理事会報告
千葉県連盟総会後初めての理事会が 6月 27 日( 月) 穴
川コミュニティセンターで開催されました。(第１回目は総会時
に理事長を選出するために開催）
「参議院選挙も公示されました。みなさん色々なお考えもあ
りましょうが、スポーツ連盟のスローガンである《スポーツは平和
逸 見 眞 一
とともに》を掲げている政党に投票を」との理事長挨拶から始
まりました。冒頭、理事としてスキー協議会から東山千恵子さ
３０代からの肥満傾向をなんとかしようと考えていた頃、 んと常任理事として佐々木睦昭さんを推挙する件について報
５キロのマラソン大会に誘われてからランニングにはまりこみ、 告がありました。東山さんについては本来臨時総会を開催しな
さらに職場の仲間と「ランランラン」なるチームを結成し、合 ければならない内容ですが、臨時総会開催が困難な事から
同練習なし、レースの参加とその後の飲み会というランニン 総会に次ぐ決定機関でもある理事会での承認となりました。
金子事務局長から総会後の春季スポーツ大会を含むスポー
グをしばらく続けてきました。
ツ活動、現在の組織状況、スポーツのひろば誌の現状、竹村
そんな矢先の２００１年、職場に金子さんが訪ねてきて、 理事から財政状況の報告がありました。
「千葉で反核マラソンをやりたい」という誘いに乗っかったの
スポーツ活動では今年もリレーマラソンが盛大に開催された
が、スポーツ連盟との関わりの始まり。
事、組織状況では各協議会の総会時点で191クラブ、262
5
名の加盟員が登録されている事、 2000 万署名が 126筆
さらにその２年後、全国的にも珍しい大衆的なマラソンを
集まったこと等の報告がありました。また千葉県と千葉市への
始めようということで始めたのが、リレーマラソン。
署名数では現在県は202筆、千葉市は161筆が集まってい
第１回は２０チームほどで始めた、この「青葉の森リレー
る事、中でもテニス協議会の奮闘が際だっていました。
マラソン」が今では２４０チーム、２０００人を超える
この他サッカー協議会の那須さんからフランス遠征の文書報
参加者になるとは全く予想もしませんでした。
告と有吉さんからの口頭報告がありました。有吉さんは世界か
そして、以前から続けてきた「陸上競技大会」は、私個人 ら12か国の参加で日本は6勝4敗2引き分けの成績との事で
としても、陸連審判員の資格をとり、今では千葉陸協の した。
続いて討論では、①９月3日・ 4日に開催される関東ブロッ
支援をうけて日本陸連公認大会として小学生から年配
クスポーツセミナーに地元千葉からは30名を目標とし、各協
者までアスリートの支持をうけています。
議会の運営委員やチーム代表者に呼びかける事になりました。
今年も、５月：リレーマラソン、６月：陸上大会、７月、 ②スポーツのひろば誌の普及・拡大ではバレーボール協議会
反核平和マラソン、１２月：東京と共催の検見川クロ 会長の吉川さんが快く購読して下さり、他のチームにも内容を
説明したいとの事で見本誌を郵送することになりました。更に
カンと、千葉ランニングクラブの年間予定が続きます。
運動オンチで、学生時代に運動部とは無縁だった私が、 追加として秋本理事からスポーツ科学研究所に個人登録の
お願い、逸見理事から7月 10日の反核平和マラソンへの参
少しは練習すれば人並みに速く走れるようになるだろうと
加募集、冨田理事からはスポーツ障害訴訟の主催者責任の
始めたランニングで、このような後半生を送るとは、人生は 問題等の意見が出されました。
わからないものです。
その他として対県交渉及び対市交渉のための署名を
10月末までに350筆を目標に集めようと確認されました。
これも、スポーツ連盟あればこそ、なのでしょうね。
尚、第３回理事会は年間計画を変更し11月28日(金)に、
第４回理事会は2月24日に開催することになりました。

反核マラソンからリレーマラソン
千葉ランニングクラブへ

（田久保孝一）

クラ ブ紹介

スポーツ連盟との関わりは、東京のスポーツ連盟のバドミ
ントン大会に参加した人や千葉市のバドミントンの知り合

行徳クラブ

いから聞いて参加するようになりました。
スポーツ連盟の大会は個人戦だけでなく、ミックス団体戦

バドミントン

や男女別団体戦など計画しているので、都合の付く時に
参加して楽しんでいます。
３月２６日(土 )千葉県総合スポーツセンター・体育館
で開催された「春季バドミントン大会」に参加したチームの
中から常連のクラブにインタビューしました。（金子泰夫）
①クラブ(チーム)名 行徳クラブ

⑤クラブのアッピール(16年度の抱負等)
バドミントン経験者を対象にしているので初心者はご遠
慮下さい。クラブのホームページを開設しています。「行徳
クラブ」で検索して見られますので是非ご覧下さい。

②代表者

二畑 浩司
⑥その他(スポーツに関する情報、スポーツ連盟に期待すること等)

③連絡先

千葉県市川市

全国大会にも良く出させて頂いています。今年の６月
に静岡県磐田市での全国大会・団体戦にも参加。東

④チームの概要

京の人だけでなく愛知や関西の人とも試合をして楽しんで

クラブの歴史は相当古く今から30年以上も前と聞いて
います。当時市川では地域のバドミントンクラブは少なかっ
た様で、市川市でも老舗の地域バドミントンクラブです。

来ました。 今回は千葉県からは私たちだけだったのでもっ
と沢山のクラブが参加できると良いと思いました。
（チームリーダーの杉町さんとのインタビューから）

現在会員は約20名、練習は基本的には土曜日、日
曜日の週もあります。会場は市川市立福栄中学校体
育館で行っています。以前に比べ若い人も参加するよう
になり、老若男女いろいろな年齢の方が参加しています。

染谷・今田組

杉町・沼田組

相川・関口組

関東ブロック
期
会

日
場

スポーツセミナーを千葉で開催

９月３日（土）・４日（日）
佐倉市・草笛の丘

参加費 5,000円 （１泊２食）１日のみ 3,000円
スケジュール

1日目

第一講座
スポーツメンタルトレーニング
秋葉 茂季氏 （国士館大学大学院）
ｽﾎﾟｰﾂﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾝﾝｸﾞ指導士
スポーツ交流会

演目
講師

2日目
演目
講師

第二講座
スポーツ連盟活動の活性化
和食 昭夫氏 （全国連盟会長）

※お問い合わせ・お申し込みは千葉県連盟まで

SPORTS CALENDAR
７月

８月

3日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会(一般・男子W）

6日(土) 祭典・テニス大会(予選会・女子W)
7日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会(予備日)

祭典・サッカー大会
9日(土) 祭典・テニス大会(予備日）
10日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・卓球大会(個人戦）
祭典・テニス大会(一般・壮年男女）
祭典・サッカー大会
反核平和マラソン
17日(日) 野球協議会リーグ戦
夏季空手大会
18日(休) 祭典・テニス大会(一般・予備日）
23日(土) 第24回シニアテニス大会
関東ブロックバレーボール千葉県大会
24日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会（予選会・男子W）
祭典・サッカー大会
関東ブロックバレーボール千葉県大会
日
日
31 ( ) 野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会
11日(祭) 祭典・テニス大会(予選会・混合W)
14日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会(予選会・男女S)
祭典・バレーボール大会
20日(土) 祭典・テニス大会(予備日)
21日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会(予選会・壮年男女)
祭典・サッカー大会
27日(土) 祭典・テニス大会(予備日)
28日(日) 野球協議会リーグ戦
第25回シニアテニス大会

再びドーピング問題
ロシア陸連がドーピング違反を組織的に行っていたとして国際陸上競技連盟（IAFF）が6月17日の臨時理事会
でロシアの陸上選手に対してリオ・オリンピック大会への出場を認めない処分を下した。ただし、ドーピングに関係がない
選手には個人的に参加できる道が残されているというが・・・
ロシア陸連は、この処分を不服としてスポーツ仲裁裁判所に提訴する方針という。さらに、ドーピング検査を行った係
官をあろうことか捜査対象にするという、これは明らかな異常な制裁措置と言える。関係者の証言を真摯に鑑みれば、
この提訴・措置は「負け犬の遠吠え」にしか聞こえない。ロシア陸連が違反を承知でド―ピングを行っていたことは内部
告発を行った選手の証言や事実等からも明らか。
スポーツはルールを決めた戦いであり、相手をお互いにリスペクトし、双方の能力を競い合うことにある。薬物の力を借
りて得たものは「虚構の産物」でしかない。新日本スポーツ連盟が日頃から強調しているフェアプレーを通して初めて成
立するのがスポーツの神髄ではないのだろうか！
ロシア陸連が行っていた数々の違法行為は、スポーツの品位を汚すものであり決して許されるものではない。陸連の
方針に従わざるを得なかった選手には気の毒を禁じ得ないが、たまりにたまった膿を出し切るいいチャンスではないかと
思う。スポーツの政治的利用を許さないことを当事者には猛省を促したい。幸い日本選手は『ドーピング』に絡んで摘
発された事例は今のところない。しかし落とし穴はいつでも、どこでも、だれにでも
起こりうる可能性があることを今一度思い出してほしい。

2年ぶりに競技に復活したハンマー投げ・室伏選手。故障を起こさないトレー
ンング方法に取り組んでいることで彼の右の出るものはいない。また、東京オリン
ピック・パラリンピック組織委員会理事として活動を通してスポーツ選手はかくあ
るべきという姿を身をもって示している。まさにドーピングに揺れるスポーツ界の一
服の清涼剤と感じる。 園川 峰紀

