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　この度、公益法人制度改革枠組の中で、日本陸上

競技連盟も陸上競技の社会的位置づけや組織として

のガバナンスの強化が求められる社会状況を鑑み、

各加盟団体に対して法人化への移行を実施するよう

決定しました。これを受けて、本協会では準備実行

委員会を設立し慎重に検討を重ねてまいりました。

その結果、2014 年４月１日より一般財団法人千葉

陸上競技協会として活動をスタートすることとなり

ました。

　本協会の歩みを顧みますと、昭和 12 年に千葉陸

上競技連盟として創設され、昭和 22 年からは千葉

陸上競技協会として諸先輩方が運営されてこられま

した。（要覧より）そして時代の推移と共に規約の

変更や改正、諸規定の新たな制定、雑則の増補等を

積み重ね、現在に至っています。

　本協会は、競技と強化を両輪として永年活動して

きました。競技役員は安全且つ円滑な運営を確保す

ることをモットーに、環境整備、組織作り、役割の

明確化、協力団体との綿密な連携を図るなど万全を

期して競技会の運営をしてまいりました。強化にお

いては、志気の高揚を図り、普及・育成・強化と競

技力の向上に努め実績を重ね、更に高い目標に向か

い躍進を続けているところです。

　今後は、法人として組織を確立し、円滑な運営を

図っていかなければなりません。本協会に所属する

各人があるべき姿を改めて見つめ直し、認識し、そ

れぞれの役割を果たし、組織の充実に取り組んでい

くことがもとめられます。

　皆様の絶大なるご支援とご協力をお願い申し上げ

ます。
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　東日本女子、国際千葉、全国男女の４つの大会が

終了しました。東日本女子駅伝では優勝することが

できましたが、全国駅伝では，男女とも入賞を逃し

てしまいました。全国で勝負するには、中・高・一

般すべての年代で力をつけ本番でもベストの状態で

臨むことが求められます。幸い 10 年前から強化し

てきた選手が一般・大学生となり主力として活躍で

きるようになりました。さらに中高生のレベルアッ

プを図り、全国で勝負できるチームを作り上げてい

きたいと思います。

強化委員会　駅伝部長　渡辺　俊明

東日本女子駅伝３年ぶり７度目の優勝！
駅伝部報告駅伝部報告



　本協会は、平成 26 年３月末に手続きが完了し任

意団体から一般財団法人千葉陸上競技協会としてス

タートします。

　法人化に向けて、６月13日の第３回理事会におい

て法人化実行委員会を設立し、その後日本陸上競技

連盟とも調整を行いながら千葉県の実情に合わせた

原案作成をしてまいりました。その後、10月 27日に

臨時理事会を開催し「定款」と「規定」の承認をうけ、

12月の加入団体代表者会議において一般財団法人化

にかかる役員改選を行いました。今後は、日本陸上

競技連盟との最終調整を経て公証役場に書類を提出

することになります。

　法人化は、日本陸上競技連盟の公益財団法人化に

より、傘下である各都道府県陸協に求められました。

メリットは、一任意団体から法の下で認められた団体

となり、組織の強化や財政基盤の充実が図られること

により、社会的位置付けが向上することにあります。

　法人化がスタートした後も、登録や大会エントリー、

各種手続き等の事務局業務は変わらずに行うことに

なります。

　皆様の御理解御協力を頂きながら進めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

　11 月 23 日に無事 2013 国際千葉駅伝を終えるこ

とができました。今回で 25 回目となる大会は、絶

好のコンディションの中、数多くの沿道の駅伝ファ

ンに後押しされながら盛況となる大会であったかと

思います。１年間をかけて準備をし、陸上競技関係

者はもちろんのこと、千葉県・千葉市をはじめ各関

係団体のご協力やご支援もあり、皆様の力で作り上

げていく大会であると思います。道路点検から最終

確認までのなかに、道路環境及び整備についてしっ

かり準備をしてくださることについてこの場を借り

て感謝申し上げます。今後もよりよい大会を目指し、

皆様のご協力・ご理解よろしくお願いいたします。

委員会報告
　今年度も都道府県対抗駅伝選考会を最後に主催競

技会すべてを無事終了することができました。2013

国際千葉駅伝大会も好天のなか沿道、競技場と観衆

が多く盛況に行われました。皆さまのご協力ありがと

うございました。

　2014 年２月23日（日）にはＢ級公認審判員取得講

習会が開催されました。審判の高齢化も進んでおり、

さらに多くの若い皆さんに資格を取り競技会に参加し

ていただきたいと考えております。まだ審判の資格を

お持ちでない関係者にお声をかけていただければと

思います。

　平成 26年度公認審判員講習会が４月６日（日）開

催されますので、多くの審判員の皆様の参加をお願

い致します。平成 26年度も千葉県陸上競技記録会か

ら大会が始まります。皆さまのご協力よろしくお願い

致します。

　東京国体では天皇杯 8位、皇后杯は21位という結

果に終わりました。男子は、残念ながら優勝者は出ま

せんでしたが、僅差で上位入賞を果たした選手もお

りました。来年はぜひとも優勝し、天皇杯への貢献を

期待するところです。女子は上位入賞もなく一層の

強化が必要です。中高さらに大学・一般の強化体制

ももとめられるところです。

総務委員会     
総務委員長
市東　和代

強化委員会  　
強化委員長
岩本　一雄

競技運営委員会　 　　　　
競技運営委員長
立澤　勇

施設用器具委員会  　
施設用器具委員長
森井　優



♢平成 26 年度競技会日程

月 日 曜 競　技　会　名 場　　所

４
12、13 土・日 県記録会 県総合スポーツセンター

19、20 土・日 県記録会 県総合スポーツセンター

６ 28、29 土・日 千葉県選手権 県総合スポーツセンター

７
12 土 クラブ対抗 県総合スポーツセンター

13 日 全国小学生交流千葉県選考会 県総合スポーツセンター

８
９ 土 国体最終選考会 県総合スポーツセンター

30 土 ＪＯ最終選考会 県総合スポーツセンター

９ ６ 土 東日本女子駅伝選考会 県総合スポーツセンター

10

11 土 2014 秋季記録会 県総合スポーツセンター

12 日 ちばキッズ陸上・クロカンリレー予選会 県総合スポーツセンター

19 日 アクアラインマラソン 木更津

26 日 千葉県民体育大会 県総合スポーツセンター

11

１ 土 男子女子県高校駅伝 東総

16 日 男子女子県中学駅伝 柏の葉

24 月振 国際千葉駅伝 県総合スポーツセンター

29 土 男女都道府県対抗駅伝選考会 県総合スポーツセンター・第２

２ ８ 日 千葉国際クロカン・県クロカン 昭和の森

国際大会入賞者・国内大会優勝者記録室

日本学生選手権
男子 走高跳 戸辺直人 2m28 ①GR 筑波大

女子 10000m 津田真衣 33.28.89 　 立命館大

ユニバーシアード（7.7-12 ロシア）
女子 ハーフマラソン 津田真衣 1.13.12 ① 立命館大

10000m 33.14.59 ③

日本選手権 （6.7-9 味の素スタジアム）
女子 10000m 新谷仁美 31.06.67 ①GR

ユニバーサル
エンターテイメント

女子 5000m 尾西美咲 15.21.73 ① 積水化学

全日本中学校選手権（8.19-22 瑞穂）
男子 四種競技 谷藤克樹 2777 点 ① 木刈中

ジュニアオリンピック
　　　（10.25-27 日産スタジアム）
Ａ男子 走高跳 藤平尚真 1m86 ① 御滝中

Ｃ男子 走幅跳 宮崎諒也 6m20 ① 佐倉東中

全国小学生交流
　　　（8.23-24 日産スタジアム）
女子 ソフトボール投げ

相澤ありさ 63m55 ① 湖北台東AC

福岡国際クロスカントリー大会　　　　　
　　　（2.23 海の中道海浜公園）

ジュニア男子 8km 羽生拓矢 24.18 ④ 八千代松陰高
日本人最高順位



この人に

 聞く
千葉のアスリート紹介

第 4回　今関　雄太 さん

　こんにちは、渋谷教育学園幕張中学校・高等学

校で講師をしながら 400mハードルに取り組んで

いる、今関雄太です。

　高校から始めた陸上競技ですが、入部理由は「雰

囲気が楽しそう」だったからで、速くなりたいと

か全国大会に出たいだとか、そういった意識はほ

とんどありませんでした。しかし、顧問の岡田先

生や周りの仲間たちに恵まれて、陸上競技の楽し

さや何かに真剣になれる大切さを学びながら取り

組んでいるうちに、記録を伸ばすことができまし

た。大学進学後も熱い仲間たちに囲まれながら陸

上に没頭することができ、大学院在学中に世界選

手権に出場するまでになりました。ちなみに、大

学の仲間の一人には、卒業後も陸上が大好きで、

自分でチームアクセルというクラブチームを作っ

てしまった猛者もいます！

　このように、私は周りの人たちの熱気をもらい

ながら成長してきたように感じます。私自身も、
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渋谷教育学園幕張高－順天堂大－渋谷教育学園幕張中学

校・高等学校講師

2011 世界陸上競技選手権 400 ｍＨ出場　

ベスト記録は 49．27

お知らせ

2014 アクアラインマラソンが開催されます。2014.10.19（日）

　　マラソン、ハーフマラソン（木更津）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

小学生の登録が平成 26 年度より実施されます。

千葉県民マラソン、佐倉朝日健康マラソンが公認大会になります。

千葉国際クロスカントリー２月９日（日）大雪のため中止となりました。

こうして私を育て

てくれた人たちの

ように、指導者と

しても選手として

も、生徒や千葉県

にとってプラスの

存在になれるよう

頑張っていきたい

です。今後ともご

指導ご鞭撻のほど

よろしくお願いい

たします。


